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第８回日本褥瘡学会・在宅ケア推進協会 総会・学術集会

【【１１日日目目】】22002222 年年 77 月月 22 日日（（土土））  

 

0088::3300  --  1100::0000  理理事事会会  

  

1100::0000  --  1122::0000  評評議議員員会会  

  

1133::0000  --  1133::0055  開開会会ああいいささつつ  

        2022年度全国会長 岡田 克之（桐生厚生総合病院） 

 

1133::0055  --  1133::5500  特特別別講講演演 11  

座長：田中 秀子（湘南医療大学） 

        人人生生 110000 年年時時代代ののみみんんなな参参加加型型チチーームムアアププロローーチチ  

細田 満和子（星槎大学） 

1133::5500  --  1144::0000  休休憩憩  

  

1144::0000  --  1144::1100  企企業業ププレレゼゼンン  

科研製薬株式会社 

  

1144::1100  --  1144::4400  特特別別講講演演 22  

       座長：片岡 ひとみ（山形大学） 

認認知知症症とと共共にに地地域域でで生生ききるる  

        田中 志子（医療法人大誠会 内田病院） 

1144::4400  --  1144::5500  休休憩憩  

  

1144::5500  --  1155::0000  企企業業ププレレゼゼンン  

株式会社ケープ 
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1155::0000  --  1155::4455  講講演演 11  

      座長：中村 義徳（天理よろづ相談所病院） 

「「地地域域栄栄養養ケケアアをを極極めめるるたためめにに」」～～ココミミュュニニテティィナナーーススのの役役割割～～  

        中村 悦子（訪問看護ステーションみなぎ） 

 

1155::4455  --  1166::0055  休休憩憩  

  

1166::0055  --  1166::3355  講講演演 22  

座長：岡田 克之（桐生厚生総合病院） 

       褥褥瘡瘡のの創創評評価価とと治治療療方方法法  

袋 秀平（ふくろ皮膚科クリニック） 

 

1166::3355  --  1177::0055  講講演演３３  

       座長：真井 睦子（栗山赤十字病院） 

床床ずずれれケケアアナナビビととDDVVDD アアッッププデディィトト  

        堀田 由浩（希望クリニック） 

 

1177::0055  --  1177::3300  総総会会  

  

1177::3300  --  1199::3300  交交流流会会  （（99FF  けけややききのの間間））  

 

 

 

 

 

    

【【２２日日目目】】22002222 年年 77 月月 33 日日（（日日））  

 

0099::0000  --  99::0055  理理事事長長挨挨拶拶  

        塚田 邦夫（理事長、高岡駅南クリニック） 

 

99::0055  --  99::3355  理理事事長長講講演演  

座長：堀田 由浩（希望クリニック） 

人人とと生生活活がが第第一一のの在在宅宅褥褥瘡瘡ケケアア  

       塚田 邦夫（理事長、高岡駅南クリニック） 

 

99::3355  --  99::4455  企企業業ププレレゼゼンン  

株式会社ハイビックス 

 

99::4455  --  1100::0000  22002222年年度度全全国国会会長長講講演演  

みみんんななでで紡紡ぐぐ新新ししいい時時代代  

        岡田 克之（桐生厚生総合病院） 

 

1100::0000  --  1100::4455  委委員員会会企企画画：：在在宅宅下下肢肢創創傷傷対対策策委委員員会会「「在在宅宅ででのの下下肢肢創創傷傷医医療療のの実実態態調調査査」」  

  司会：藤井 美樹（順天堂大学大学院医学研究科形成外科） 

在在宅宅下下肢肢創創傷傷対対策策委委員員会会のの立立ちち上上げげ経経緯緯とと実実態態調調査査ののおお願願いい  

        藤井 美樹（順天堂大学大学院医学研究科形成外科） 

在在宅宅診診療療をを行行うう医医師師かかららみみたた在在宅宅下下肢肢創創傷傷医医療療のの問問題題点点  

中川 宏治（医療法人大和会 福田心臓・消化器内科） 

下下肢肢創創傷傷訪訪問問看看護護のの関関りりとと課課題題  

白瀬 幸絵（訪問看護ステーションめぐみ） 

    病病院院側側かからら見見たた在在宅宅下下肢肢創創傷傷医医療療のの問問題題点点  

畠山 誠（医療法人渓和会 江別病院 看護部） 
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1155::0000 -- 1155::4455 講講演演 11

座長：中村 義徳（天理よろづ相談所病院）

「「地地域域栄栄養養ケケアアをを極極めめるるたためめにに」」～～ココミミュュニニテティィナナーーススのの役役割割～～

中村 悦子（訪問看護ステーションみなぎ）

1155::4455 -- 1166::0055 休休憩憩

1166::0055 -- 1166::3355 講講演演 22

座長：岡田 克之（桐生厚生総合病院）

褥褥瘡瘡のの創創評評価価とと治治療療方方法法

袋 秀平（ふくろ皮膚科クリニック）

1166::3355 -- 1177::0055 講講演演３３

座長：真井 睦子（栗山赤十字病院）

床床ずずれれケケアアナナビビととDDVVDD アアッッププデディィトト

堀田 由浩（希望クリニック）

1177::0055 -- 1177::3300 総総会会

1177::3300 -- 1199::3300 交交流流会会 （（99FF けけややききのの間間））

【【２２日日目目】】22002222 年年 77 月月 33 日日（（日日））  

0099::0000  --  99::0055  理理事事長長挨挨拶拶  

塚田 邦夫（理事長、高岡駅南クリニック） 

99::0055  --  99::3355  理理事事長長講講演演  

座長：堀田 由浩（希望クリニック） 

人人とと生生活活がが第第一一のの在在宅宅褥褥瘡瘡ケケアア  

塚田 邦夫（理事長、高岡駅南クリニック） 

99::3355  --  99::4455  企企業業ププレレゼゼンン  

株式会社ハイビックス 

99::4455  --  1100::0000  22002222年年度度全全国国会会長長講講演演  

みみんんななでで紡紡ぐぐ新新ししいい時時代代  

岡田 克之（桐生厚生総合病院） 

1100::0000  --  1100::4455  委委員員会会企企画画：：在在宅宅下下肢肢創創傷傷対対策策委委員員会会「「在在宅宅ででのの下下肢肢創創傷傷医医療療のの実実態態調調査査」」  

司会：藤井 美樹（順天堂大学大学院医学研究科形成外科） 

在在宅宅下下肢肢創創傷傷対対策策委委員員会会のの立立ちち上上げげ経経緯緯とと実実態態調調査査ののおお願願いい  

藤井 美樹（順天堂大学大学院医学研究科形成外科） 

在在宅宅診診療療をを行行うう医医師師かかららみみたた在在宅宅下下肢肢創創傷傷医医療療のの問問題題点点  

中川 宏治（医療法人大和会 福田心臓・消化器内科） 

下下肢肢創創傷傷訪訪問問看看護護のの関関りりとと課課題題  

白瀬 幸絵（訪問看護ステーションめぐみ） 

病病院院側側かからら見見たた在在宅宅下下肢肢創創傷傷医医療療のの問問題題点点  

畠山 誠（医療法人渓和会 江別病院 看護部） 

訂正：休憩

Mizu
取り消し線

Mizu
取り消し線

Mizu
下線
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1100::4455  --  1111::0055  休休憩憩  

1111::0055  --  1111::5500  共共催催シシンンポポジジウウムム  

座長：塚田 邦夫（理事長、高岡駅南クリニック） 

「「在在宅宅ででのの床床ずずれれのの抱抱ええるる課課題題はは何何かか？？」」  

日日本本在在宅宅医医療療連連合合学学会会のの取取りり組組みみ  

蘆野 吉和（山形県庄内保健所） 

在在宅宅床床ずずれれケケアアのの抱抱ええるる課課題題  ～～在在宅宅床床ずずれれ（（訪訪問問））外外来来をを通通ししてて～～  

中村 義徳（天理よろづ相談所病院） 

共催：日本在宅医療連合学会 

1122::0000  --  1133::0000  ラランンチチョョンンセセミミナナーー  

座長：塚田 邦夫（理事長、高岡駅南クリニック） 

「「床床ずずれれ予予防防ププロロググララムム」」ででききままししたた！！  

岡田 克之（桐生厚生総合病院） 

ここんんななにに簡簡単単「「床床ずずれれ予予防防ププロロググララムムでで在在宅宅介介護護がが変変わわるる！！」」  

助川 未枝保（プレーゲ船橋居宅介護支援事業所） 

 共催：アルケア株式会社 

1133::0000  --  1133::1100  企企業業ププレレゼゼンン  

アルケア株式会社

1133::1100  --  1133::5555  特特別別講講演演３３  

座長：切手 俊弘（滋賀県健康医療福祉部医療政策課） 

患患者者支支援援のの本本質質とと褥褥瘡瘡ケケアア  

佐々木 淳（医療社団法人悠翔会） 

1133::5555  --  1144::0055  休休憩憩  

1144::0055 -- 1144::3355 共共催催シシンンポポジジウウムム

座長：荒木 玲子（ファーマシーはとり薬局）

薬薬剤剤師師ががくくららししのの中中でで取取りり組組むむ 最最近近のの褥褥瘡瘡予予防防・・ケケアアのの活活動動

藤田 幸恵（地域医療薬学研究会・フジタ薬局）

生生活活をを支支ええるる地地域域のの薬薬局局のの活活動動かからら

根本 ひろ美（ねもと薬局グループ よしの薬局）

共催：地域医療薬学研究会

1144::3355 -- 1144::4455 休休憩憩

1144::4455 -- 1155::1155 ススイイーーツツセセミミナナーー

座長：岡田 克之（桐生厚生総合病院）

褥褥瘡瘡ケケアアととススキキンンケケアア ババラランンススをを考考ええてて両両立立ささせせよようう！！

倉繁 祐太（倉繁皮ふ科医院）

共催：マルホ株式会社

1155::1155 -- 1155::4455 ククッッキキンンググココーーナナーー

「「在在宅宅でで簡簡単単！！美美味味ししいい！！」」

～～火火をを使使わわずず簡簡単単にに栄栄養養価価アアッッププ！！簡簡単単なな嚥嚥下下食食！！～～

田村 佳奈美（福島学院大学短期大学部）

真井 睦子（栗山赤十字病院）

1155::4455 -- 1155::5555 休休憩憩

訂正：企業プレゼン
　　　株式会社ハイビックス

Mizu
取り消し線
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1144::0055  --  1144::3355  共共催催シシンンポポジジウウムム  

       座長：荒木 玲子（ファーマシーはとり薬局） 

          薬薬剤剤師師ががくくららししのの中中でで取取りり組組むむ  最最近近のの褥褥瘡瘡予予防防・・ケケアアのの活活動動  

藤田 幸恵（地域医療薬学研究会・フジタ薬局） 

生生活活をを支支ええるる地地域域のの薬薬局局のの活活動動かからら  

根本 ひろ美（ねもと薬局グループ よしの薬局） 

      共催：地域医療薬学研究会 

 

1144::3355  --  1144::4455  休休憩憩  

 

1144::4455  --  1155::1155  ススイイーーツツセセミミナナーー  

       座長：岡田 克之（桐生厚生総合病院） 

褥褥瘡瘡ケケアアととススキキンンケケアア  ババラランンススをを考考ええてて両両立立ささせせよようう！！  

        倉繁 祐太（倉繁皮ふ科医院） 

      共催：マルホ株式会社 

 

1155::1155  --  1155::4455  ククッッキキンンググココーーナナーー  

「「在在宅宅でで簡簡単単！！美美味味ししいい！！」」  

～～火火をを使使わわずず簡簡単単にに栄栄養養価価アアッッププ！！簡簡単単なな嚥嚥下下食食！！～～  

        田村 佳奈美（福島学院大学短期大学部） 

真井 睦子（栗山赤十字病院） 

 

1155::4455  --  1155::5555  休休憩憩  
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1155::5555  --  1166::2255  動動画画実実習習  

      司会：田中 秀子（湘南医療大学） 

安藤 美佐（医療法人博悠会） 

床床ずずれれ予予防防ののたためめののノノーーリリフフテティィンンググ  

～～姿姿勢勢管管理理・・起起居居移移乗乗介介助助のの実実際際～～  

       下元 佳子（一般社団法人ナチュラルハートフルケアネットワーク） 

 

1166::2255  --  1166::4400  ココロロナナ・・ミミニニママムムエエッッセセンンスス  

ココロロナナ禍禍でで出出来来るるこことと・・出出来来なないいこことと  

        切手 俊弘（滋賀県健康医療福祉部医療政策課） 

 

1166::4400  --  1166::4455  閉閉会会のの辞辞  

        2022年度全国会長 岡田 克之（桐生厚生総合病院） 

 

1166::4455  --  1166::5500  次次年年度度ののごご案案内内  

        2023年度全国会長 白瀬 幸恵（訪問看護ステーションめぐみ) 
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