日
１日目
盛岡市民文化ホール（マリオス内）

程

表

９月14日（木）

アイーナ

ホテルメトロポリタン盛岡 本館

ホテルメトロポリタン盛岡 NEW WING

第１会場

第２会場

第３会場

第４会場

第５会場

第６会場

第７会場

（２Ｆ）大ホール

（１Ｆ）小ホール

（８Ｆ）会議室804

（４Ｆ）岩手・姫神

（４Ｆ）早池峰

（４Ｆ）メトロポリタンホール

（３Ｆ）星雲

第８会場

岩手保健医療大学
第９会場

第10会場

ポスター会場

（11Ｆ）ギャラクシー （２Ｆ）講義室１・２ （３Ｆ）講義室３・４

体育館

８：00
８：15〜８：20
８：20〜９：00

開会式
総会

８：00〜10：00
ポスター貼付

９：00

９：00〜９：30
会長講演
司会：須佂 淳子
演者：武田 利明
９：30〜10：30
特別講演１
KKD（経験と勘と度胸）から ID
（インストラクショナルデザイン）
10：00 へ −教育の効果・効率・魅力を高
めよう！−
司会：武田 利明
演者：鈴木 克明

11：00

12：00

10：30〜11：30
一般演題
栄養管理・口腔ケア（２）
O‑009〜O‑015
座長：真壁
昇，石川

10：40〜11：40
特別講演２
研修改善の Before‑After
ストレスフリーの研修企画
司会：青木 和惠
演者：浅香えみ子

12：00〜13：00
ランチョンセミナー１
持田ヘルスケア（株）

９：30〜10：30
一般演題
栄養管理・口腔ケア（１）
O‑001〜O‑008
座長：美濃 良夫，足立香代子

12：00〜13：00
ランチョンセミナー２
（株）ケープ

環

12：00〜13：00
ランチョンセミナー３
東亜薬品工業（株）
東亜新薬（株）

９：30〜11：00
９：30〜10：30
褥瘡対策用具推進委員会企画
一般演題
「 湿 潤 療 法 moist wound healing/ その他（１）
ドレッシング材」＆「褥瘡予防用具」O‑016〜O‑023
の基本をわかりやすく整理する‼ 座長：松田 友美，武田 美幸
―2018年の W 改定に向けて，
今おさえるべきこと―
10：30〜11：30
司会：米田 隆志，大浦 紀彦
一般演題
演者：大浦 紀彦，高水
勝
その他（２）
土屋 智久，髙橋
誠
O‑024〜O‑031
座長：久徳 茂雄，内藤亜由美

12：00〜13：00
ランチョンセミナー４
ノーベルファーマ（株）
（株）メディパルホールディングス

９：30〜11：30
ワークショップ１
ドクター “J”
〜褥瘡のサインを見逃すな！〜
司会：切手 俊弘
コメンテーター：
安部 正敏，北川 智美

９：30〜10：30
一般演題
機器・用具（１）
O‑057〜O‑063
座長：清水端光子，仲上豪二朗

12：00〜13：00
ランチョンセミナー５
（株）大塚製薬工場

12：00〜13：00
ランチョンセミナー６
ニュートリー
（株）

13：30〜15：30
シンポジウム３
体位変換介護ロボットとの連携
「第２弾」！ 人と体位変換
マットレスを組み合わせた
看護・介護の深化 ―実施・結果―
司会：大浦 武彦，溝上 祐子
演者：大浦 武彦，仲上豪二朗
福田 正人，細川智恵美
平良智恵美，原田 典子
香川
寛，渡邊
環

13：30〜14：30
教育講演３
どうする？ 2025年―超高齢化に
むけた在宅褥瘡ケアのあらたな展開―
司会：石澤美保子
演者：熊谷 英子

10：30〜11：30
一般演題
機器・用具（２）
O‑064〜O‑069
座長：三村 真季，石田

陽子

13：30〜14：30
一般演題
保存的治療（１）
O‑070〜O‑076
座長：蓮沼 直子，菊地

13：30〜14：30
一般演題
教育（１）
O‑099〜O‑106
勝子 座長：渡邊千登世，大江

12：00〜13：00
ランチョンセミナー７
メンリッケヘルスケア（株）

13：00

14：00

15：00

13：30〜14：15
理事長講演
日本褥瘡学会の今昔
司会：坪井 良治
演者：川上 重彦

14：30〜16：30
シンポジウム１
褥瘡対策の今後と診療報酬
司会：真田 弘美，川上 重彦
演者：山口 道子，市岡
滋
紺家千津子，貝谷 敏子
塚田 邦夫，間宮 直子

16：00

17：00

16：40〜17：40
特別講演３
口から食べる幸せをサポートする
ための包括的支援スキル
司会：田中 秀子
演者：小山 珠美

13：30〜14：30
教育講演１
皮膚のみかた
司会：関根 祐介
演者：上出 良一

14：40〜15：40
教育講演２
皮膚の構造と特徴を知ろう，
そして急性期病院における
褥瘡の対応と管理について
司会：門野 岳史
演者：森
康記
15：40〜17：10
共催シンポジウム
つながる褥瘡ケアへの実践
―職種の連携と役割―
司会：田中マキ子
演者：磯貝 善蔵，石澤美保子
栁井 幸恵，関根 祐介
水野 智之，近藤 龍雄
症例発表：松本 久美
アルケア（株）

13：30〜15：30
シンポジウム２
脊髄損傷患者の褥瘡ケア
―再発予防に向けた取り組み―
司会：室岡 陽子，木之瀬 隆
演者：渡辺 偉二，森田 智之
西浦 絵理，室岡 陽子

13：30〜14：30
一般演題
外科的治療（１）
O‑032〜O‑037
座長：後藤 孝浩，太田

14：30〜15：30
一般演題
外科的治療（２）
O‑038〜O‑044
座長：神崎 憲雄，木村

勝哉

15：40〜17：10
2020年東京オリンピック・
パラリンピック支援企画
司会：館
正弘，見木 太郎
演者：臼井二美男，手塚 圭太

15：30〜16：30
一般演題
医療体制・医療経済（１）
O‑045〜O‑050
座長：高水
勝，判澤

中

恵

16：30〜17：30
一般演題
医療体制・医療経済（２）
O‑051〜O‑056
座長：小野寺喜代，岡田 晋吾

15：40〜17：40
シンポジウム４
在宅医療介護連携拠点が行う
人材育成
〜市民に拡げる教育を考える〜
司会：板垣 園子
演者：板垣 園子，小田切宏恵
直島 昌代，遠藤 美紀
三原 一郎，岡村 紀宏
指定発言：南 由起子

18：00
ハンズオンセミナー１ 共催：ニチバン（株）
【第一部】９：30〜10：30 【第二部】10：45〜11：45
ハンズオンセミナー会場１（マリオス（18F） 180・181会議室）

19：00

ハンズオンセミナー２ 共催：富士フイルムメディカル（株）
【第一部】９：30〜10：20 【第二部】10：40〜11：30
ハンズオンセミナー会場２（マリオス（18F） 188会議室）
ハンズオンセミナー３ 共催：伊藤超短波（株）
【第一部】13：30〜14：30 【第二部】14：45〜15：45
ハンズオンセミナー会場１（マリオス（18F） 180・181会議室）

20：00

18：30〜20：00
参加者懇親会

14：40〜15：40
危機管理委員会企画
これからの災害対策―東日本大震
災，熊本地震の経験からの検討―
司会：青木 和惠
演者：柴崎 真澄，石井 義輝
佐藤
文
15：50〜16：50
教育講演４
16：00〜18：00
褥瘡発生と治療について
ハンズオンセミナー４
―基礎知識と急性期病院の特殊性― ユニ・チャーム（株）
司会：山本 有平
演者：橋本 一郎

17：00〜18：00
教育講演５
脆弱な皮膚に対する
ケアの基本と「看護覚え書」
司会：徳永 恵子
演者：小玉 光子

14：30〜15：30
一般演題
保存的治療（２）
O‑077〜O‑084
座長：進藤 吉明，多田千和子

10：00〜17：30
ポスター閲覧
真琴

14：30〜15：30
一般演題
教育（２）
O‑107〜O‑113
座長：菊地 憲明，十文字晴美

15：30〜16：30
一般演題
保存的治療（３）
O‑085〜O‑092
座長：深井 孝郎，石亀

15：30〜16：30
一般演題
教育（３）
O‑114〜O‑120
桂子 座長：天野 博雄，永野みどり

16：30〜17：30
一般演題
在宅医療（１）
O‑093〜O‑098
座長：木村かおり，中村

義徳

