
日　程　表
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 企業書籍展示会場

公江記念講堂 文学 2 号館 2F 
L2-23

文学 2 号館 3F 
L2-31

文学 2 号館 1F 
L2-11

文学 2 号館 5F 
L2-53

文学 2 号館 5F 
L2-51

文学 2 号館 5F 
L2-52

アゼリア食堂 
（公江記念講堂 B1）

8:00 8:00

8:45～11:45

2019 年日本褥瘡学会公認
第 12 回近畿地方会教育セミナー

教育セミナー 1
「DESIGN-R で評価をしてみよう」

渡邉　光子

教育セミナー 2
「褥瘡の発生予測と
リスクアセスメント」

加藤　裕子

教育セミナー 3
「局所療法（ドレッシング、外用剤）」

中村　義徳

9:00 9:00

9:30～10:15
ハンズオンセミナー 3-1

「より効果的で効率的に褥瘡を治療
しませんか？」

10:25～11:10
ハンズオンセミナー 3-2
「スキン - テアを発見！

どう対処する？再発予防対策は？」
講師　細川　朱美

共催　スミス・アンド・ネフュー株式会社

9:30～10:15
ハンズオンセミナー 2-1

「体圧測定から褥瘡予防・管理を 
～姿勢から動作指導まで～」

10:25～11:10
ハンズオンセミナー 2-2

「体圧測定から褥瘡予防・管理を 
～姿勢から動作指導まで～」

講師　杉元　雅晴
共催　住友理工株式会社

9:30～11:10
ハンズオンセミナー 1

「肌トラブル予防と業務効率改善を
両立する排泄ケアのご提案

　～オムツ装着時に発生する圧とズレ」

講師　青山　史絵
　　　田中　良和

共催　ユニ・チャーム株式会社

10:00

企業展示
書籍販売

ドリンクサービス

10:00

11:00 11:00

12:00 12:00

12:10～13:00
ランチョンセミナー 2

「必見！ベッドで褥瘡予防は
ここまで変わる」
座長　阿曽　洋子
演者　渡邉　光子

共催 パラマウントベッド株式会社

12:10～13:00
ランチョンセミナー 3

「トータルケアを目指すポジショニ
ング 　ー最良の病床環境とはー」

座長　中村　義徳　
演者　田中　マキ子

共催　株式会社プラッツ

12:10～13:00
ランチョンセミナー 1
「最新の褥瘡予防」
座長　櫻井　　敦
演者　大浦　紀彦

共催　メンリッケヘルスケア 
株式会社

12:10～13:00
ランチョンセミナー 4

「褥瘡局所の治療戦略と費用対効果
～医師と看護師の立場から～」

座長　中西　健史　　
演者　桒水流健二　中西　恵美

共催　コンバテックジャパン株式会社
13:00 13:00

13:05～13:10　　 開会式
13:10～15:10

シンポジウム
「未来を拓く地域包括ケア

イノベーションシンポジウム」

座長　中村　義徳　　
　　　　藤本　由美子　　

演者　林　　　功
　　　正壽佐和子
　　　前田佳予子
　　　祇園　玲子
　　　長岡　　浩

13:30～14:10 一般演題 1
「在宅に繋がる褥瘡ケア」

座長　野口　まどか
　　松田　常美 
O-1 ～ O-4

14:00 14:00

14:10～15:00
一般演題 3

「チーム医療」
座長　長野　　徹
　　　土田　敏恵
O-9 ～ O-13

14:20～15:00 一般演題 2
「重度褥瘡」

座長　伊藤　文人
　　　岡田　依子
O-5 ～ O-8

15:00 15:00

15:20～16:20
共催特別講演

「二分脊椎患者の褥瘡を識る」
座長　宮嶋　正子
講師　寺師　浩人

　共催：アルケア株式会社　
　　　　日本フットケア株式会社

16:00 16:00

16:20～16:30　　　閉会式

16:45～17:45
市民公開講座

「自分らしく最期まで
生ききるために考えよう！介護」

講師　遙　洋子

17:00 17:00

18:00 18:00
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