
高松ストーマケア・創傷ケア検討会　これまでの歴史
開催日 場所 人数 展示 テーマ 講師

消化器ストーマの造設方法 合田文則（香川医大医師）
褥瘡発生要と予防ケア 政田美喜（香川労災ＷＯＣ）
ストーマケア・褥瘡ケアの問題 グループワーク
褥瘡対策未実施減算への対策 山本由利子（高松赤十字ＷＯＣ）
褥瘡予防ケア グループワーク
管理困難な瘻孔ケア 細川三規子（滝宮看護師）
褥瘡発生の外的要因と対策方法 モルテン
褥瘡学会の報告 山本由利子（高松赤十字ＷＯＣ）
尿路ストーマの造設方法 小島圭二（高松赤十字）
ストーマサイトマーキング 向井千晶（香川医大ＷＯＣ）
術前オリエンテーション 山本由利子（高松赤十字ＷＯＣ）
褥瘡対策チームの現状と課題 各施設ＷＯＣ
ストーマ装具取り扱いの実際 グループ実習
シーティング 谷本雅民（チームケア）
ストーマ装具選択 山本由利子（高松赤十字ＷＯＣ）
ストーマ装具選択の実際 演習

講 平成15年7月12日
全日空ホテルクレメント高松
特別講演会

37 なし 消化器ストーマの造設方法合併症と予防対策 渡辺成（武蔵野クリニック）

褥瘡のスキンケア 向井千晶（香川医大ＷＯＣ）
ストーマの漏れ対策 山本由利子（高松赤十字ＷＯＣ）
身障手帳申請について 近石昌子（香川県中看護師）
ストーマ合併症のケア 山本由利子（高松赤十字ＷＯＣ）
褥瘡症例の検討 演習
胃瘻と最近の話題 合田文則（香川医大医師）
褥瘡対策未実施減算と加算 山本由利子（高松赤十字ＷＯＣ）
症例検討 演習
創傷治癒過程と手術療法 池田政身（高松赤十字医師）
ストーマ装具の選択 山本由利子（高松赤十字ＷＯＣ）
ストーマ装具選択の実際 山本・メーカー
褥瘡患者の栄養管理 メーカー
試食会
医療用テープの取り扱いの実際 内藤真知子（３Ｍ）
術直後の装具選択 細川三規子（滝宮病院看護師）
術直後ストーマケア 山本由利子（高松赤十字ＷＯＣ）
症例検討
社会復帰指導：装具交換 山本由利子（高松赤十字ＷＯＣ）
社会復帰指導：日常生活 佐藤幸子（香川労災ＷＯＣ）
褥瘡ケアにおけるスキンケア 山本由利子（高松赤十字ＷＯＣ）
褥瘡ケアにおける失禁ケア 近石昌子（香川県中看護師）
症例検討 世話人有志
創傷治癒とアセスメント 山本由利子（高松赤十字ＷＯＣ）
褥瘡ケア 向井千晶（香川医大ＷＯＣ）
車椅子における褥瘡予防 谷本雅民（ユーキトレーディング）
退院後のストーマケア 山本由利子（高松赤十字ＷＯＣ）
ストーマ交付券について 山下昌宏（アスティス）
症例検討 世話人有志
褥瘡の保存的治療 山本由利子（高松赤十字ＷＯＣ）
褥瘡に関連した診療報酬について 高水勝（３Ｍ）
治療薬剤の種類と特徴 メーカー各社
消化器ストーマ疾患と造設方法 西平友彦（高松赤十字医師）
尿路ストーマ疾患と造設方法 東條俊司（滝宮病院医師）
消化器･尿路ストーマ特徴 山本由利子（高松赤十字ＷＯＣ）
術前オリエンテーション 佐藤幸子（香川労災ＷＯＣ）
ストーマサイトマーキング 近石昌子（香川県中ＷＯＣ）
創傷治癒過程 佐野法久（香川県中医師）
褥瘡発生要因とアセスメント 門田千晶（香川医大ＷＯＣ）
症例検討 世話人有志
シーティング 淡野義長（近森リハ病院ＯＴ）
摩擦・ずれ防止対策 近石昌子（香川県中ＷＯＣ）
術直後ケアのポイント 大島由紀江（香川医大ＷＯＣ）
術直後の合併症 山本由利子（高松赤十字ＷＯＣ）
利用できる社会資源 山下昌宏（アスティス）
日常生活指導 近石昌子（香川県中ＷＯＣ）
装具交換指導 山本由利子（高松赤十字ＷＯＣ）
フットケア 作間久美（ﾌｯﾄｻﾛﾝアプリル）

サンポートホール高松　第２小ホール 体圧分散式マットレスの選択 山本由利子（高松赤十字ＷＯＣ）
（台風で途中中止） 体圧分散式マットレス選択の実際 各施設ＷＯＣ

ストーマ装具選択について 近石昌子（香川県中ＷＯＣ）
装具選択の症例検討 演習
褥瘡の評価 大島由紀江（香川医大ＷＯＣ）
褥瘡症例の検討 演習
体圧分散マットレス選択の実際 山本由利子（高松赤十字ＷＯＣ）
ストーマの晩期合併症 佐藤幸子（香川労災ＷＯＣ）
ストーマ外来の活用 近石昌子（香川県中ＷＯＣ）
褥瘡予防のリハビリテーション 宮崎慎二郎（ＫＫＲ高松病院ＰＴ）
症例検討 世話人有志
排泄障害のケア（要因とｱｾｽﾒﾝﾄ） 政田美喜（三豊総合ＷＯＣ）
排泄障害のケア（用品とケア） 福井明代（キナシ大林看護師）
瘻孔ケア 山本由利子（高松赤十字ＷＯＣ）
症例検討 世話人有志
消化器ストーマ疾患と造設方法 細川三規子（滝宮ＷＯＣ）
尿路ストーマ疾患と造設方法 政田美喜（三豊総合ＷＯＣ）
ストーマの種類とストーマケア 山本由利子（高松赤十字ＷＯＣ）
褥瘡の栄養改善対策 古本祐香理（さぬき市民ＷＯＣ）
試食会 メーカー
ストーマの種類と特徴 清瀬理恵（ＫＫＲ高松ＷＯＣ）
ストーマケアの基礎 細川三規子（滝宮ＷＯＣ）
社会復帰・退院後のケア 大島由紀江（香川医大ＷＯＣ）
ストーマ装具について 近石昌子（香川県中ＷＯＣ）
ストーマケアの問題と対応策 山本由利子（高松赤十字ＷＯＣ）
ストーマ装具取り扱いの実際 世話人有志
術前オリエンテーション 細川三規子（滝宮ＷＯＣ）
ストーマサイトマーキング 大島由紀江（香川医大ＷＯＣ）
創傷の評価 近石昌子（香川県中ＷＯＣ）
褥瘡回診の現状と問題点 世話人有志
術直後ケアと合併症 中澤尚子（善通寺病院ＷＯＣ）
社会復帰ケア 古本祐香理（さぬき市民ＷＯＣ）
褥瘡のスキンケア 山本由利子（高松赤十字ＷＯＣ）
褥瘡に関する失禁ケア 福井明代（キナシ大林看護師）

大島由紀江（香川医大ＷＯＣ）
清瀬理恵（ＫＫＲ高松ＷＯＣ）

検討会の歩みとこれから 山本由利子（高松赤十字ＷＯＣ）
管理困難なストーマケア 政田美喜（三豊総合ＷＯＣ）
褥瘡ケアのひ・け・つ教えます 切手俊弘（褥瘡学会岡山医師）

1 平成14年4月27日 香川県総合福祉センター　第一中会議室 82 なし

2 平成14年6月8日 香川県総合福祉センター　大会議室 77 9

3 平成14年9月21日 香川県総合福祉センター　大会議室 65 14

4 平成14年11月16日 サンメッセ香川　中会議室 62 なし

5 平成15年2月22日 サンメッセ香川　2階大会議室 66 13

6 平成15年5月24日 高松テルサ　3階大会議室 112 7

7 平成15年10月25日 サンメッセ香川　2階大会議室 48 13

8 平成16年1月17日 サンメッセ香川　2階大会議室 68 15

9 平成16年5月29日 サンメッセ香川　2階大会議室 95 11

10 平成16年10月16日 高松テルサ　3階大会議室 75 11

11 平成17年2月26日 サンメッセ香川　2階大会議室 104 21

12 平成17年5月21日 サンメッセ香川　2階大会議室 60 7

13 平成17年11月19日 高松テルサ　3階大会議室 76 12

14 平成18年3月25日 サンメッセ香川　2階大会議室 72 14

15 平成18年7月15日 サンメッセ香川　2階大会議室 64 10

16 平成18年11月25日 ホテルマリンパレスさぬき 80 15

17 平成19年3月31日 サンメッセ香川　2階大会議室 81 11

18 平成19年7月14日 36 3

19 平成19年11月17日 サンイレブン高松　大会議室 52 12

20 平成20年3月29日 高松テルサ　3階大会議室 29 11

21 平成20年7月5日 サンイレブン高松　大会議室 35 9

22 平成20年11月1日 高松テルサ　3階大会議室 52 9

24 平成21年7月25日 サンイレブン高松　大会議室 38 9

症例検討

1 平成20年11月30日
高松テルサ　3階大会議室
第1回実践セミナー

16 　なし

23 平成21年5月30日 高松テルサ　3階大会議室 61 9

25 平成21年11月28日
高松国際ホテル　さぬきの間
第25回記念講演会

65 11



ストーマ装具の種類と特徴 政田美喜（三豊総合ＷＯＣ）

ストーマ装具選択のコツ 細川三規子（滝宮ＷＯＣ）
ストーマ装具選択の実際 山本由利子（高松赤十字ＷＯＣ）
褥瘡発生要因とﾘｽｸｱｾｽﾒﾝﾄ 中澤尚子（善通寺病院ＷＯＣ）
褥瘡のスキンケア 大島由紀江（香川医大ＷＯＣ）

清瀬理恵（ＫＫＲ高松ＷＯＣ）２例
細川三規子（滝宮ＷＯＣ）
山本由利子（高松赤十字ＷＯＣ）

ストーマの合併症のケア 山本由利子（高松赤十字ＷＯＣ）
継続ケア 清瀬理恵（ＫＫＲ高松ＷＯＣ）
身障手帳と申請方法 蛭子員年（大一器械）
褥瘡対策の実際 古本祐香理（さぬき市民ＷＯＣ）
創傷治癒過程について 納田広美（香川医大ＷＯＣ)
褥瘡治療のコツ 岡田眞衣子（香川県中形成医）
スキンケア 山本由利子（高松赤十字ＷＯＣ）
褥瘡のスキンケア 中澤尚子（善通寺病院ＷＯＣ）
スキンケア用品の実際 ﾒｰｶｰ
人の動きと褥瘡への影響 淡野義長（長崎リハ病院ＯＴ）
排泄障害のけ 近石昌子（香川県中ＷＯＣ）
症例検討 世話人有志
術前のストーマケア 古本祐香理（さぬき市民ＷＯＣ）
ストーマサイトマーキング 松永希（香川労災ＷＯＣ)
創傷アセスメント 山内理恵（ＫＫＲ高松ＷＯＣ）
ＤＥＳＩＧＮのコツ 納田広美（香川医大ＷＯＣ)

フットケア 細川三規子（滝宮ＷＯＣ）
症例検討 世話人有志
在宅でのストーマケア 政田美喜（三豊総合ＷＯＣ）
ストーマ・褥瘡の継続ケア 高橋千春（三豊総合ＭＳＷ）
在宅での褥瘡ケア 細川三規子（滝宮ＷＯＣ）
在宅での褥瘡予防用具 山本由利子（高松赤十字ＷＯＣ）
症例検討 世話人有志
ヘルパーによるストーマケア 山本由利子（高松赤十字ＷＯＣ）
私の病院の褥瘡回診 世話人有志
在宅での緩和ｹｱ 酒井智子（高松赤十字緩和ｹｱ）
在宅でのストーマ・褥瘡の問題 安部美枝子（訪看こくぶ）
褥瘡予防のポイント 細川三規子（滝宮ＷＯＣ）
症例検討 世話人有志
術後合併症のケア 古本祐香理（さぬき市民ＷＯＣ）
管理困難なストーマケア 山本由利子（高松赤十字ＷＯＣ）
褥瘡予防のポジショニング 下元佳子（うえるぱ高知）
管理困難に使うアクセサリー メーカー
症例検討 選択の実際
尿失禁のケア 近石あゆみ（回生ＷＯＣ)
便失禁のケア 近石昌子（香川県中ＷＯＣ)
失禁のスキンケア 納田広美（香川医大ＷＯＣ)
実習：排泄用具の選択のコツ 福井明代（キナシ大林看護師）
褥瘡の治療 廣瀬憲志（善通寺病院皮膚科）
褥瘡の治療（ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ） 大島由紀江（香川医大ＷＯＣ）
ストーマ装具の種類と特徴 古本祐香理（さぬき市民ＷＯＣ）
ストーマ装具選択のコツ 山本由利子（高松赤十字ＷＯＣ）
症例検討 世話人有志
管理困難なストーマのケア 近石昌子（香川県中ＷＯＣ)
管理困難な瘻孔・創傷のケア 政田美喜（三豊総合ＷＯＣ）
拘縮のある患者のﾎﾟｼﾞｼｮﾆﾝｸﾞ 栁井幸恵（山口赤十字ＷＯＣ）
症例検討 世話人有志
ストーマ装具選択の基礎 山本由利子（高松赤十字ＷＯＣ）

中澤尚子（四国こどもおとなＷＯＣ）
政田美喜（三豊総合ＷＯＣ）
細川三規子（滝宮ＷＯＣ）
山本由利子（高松赤十字ＷＯＣ）

医療関連機器圧迫創 山本由利子（高松赤十字ＷＯＣ）

弾性ｽﾄｯｷﾝｸﾞ テルモ
細川三規子（滝宮ＷＯＣ）

近石あゆみ（回生ＷＯＣ）
納田広美（香川医大ＷＯＣ)
山本由利子（高松赤十字ＷＯＣ）

大島由紀江（香川医大ＷＯＣ）
坂本裕香（四国こどもおとなＷＯＣ）
山本由利子（高松赤十字ＷＯＣ）
政田美喜（三豊総合ＷＯＣ）

認知症患者の理解 新池真由美（高松赤十字認知）

ストーマって何 山本由利子（高松赤十字ＷＯＣ）

装具交換をしてみよう 世話人有志

これって異状？ 中澤尚子（四国こどもおとなＷＯＣ）
当地域のアンケート結果報告 山本由利子（高松赤十字ＷＯＣ）

地域連携の問題 細川三規子（滝宮ＷＯＣ）

円滑な地域連携のために 大江美樹（三豊総合保健師）
失禁用具の選択 山本由利子（高松赤十字ＷＯＣ）

失禁のスキンケア 松永希（香川労災ＷＯＣ)
排便ｺﾝﾄﾛｰﾙの食事 古本祐香理（さぬき市民ＷＯＣ）

症例検討 世話人有志
福井明代（キナシ大林看護師）

大島由紀江（香川医大ＷＯＣ）
中澤尚子（四国こどもおとなＷＯＣ）
古本祐香理（さぬき市民ＷＯＣ）

近石あゆみ（回生ＷＯＣ）
山田有夏（高松赤十字ＷＯＣ）
山本由利子（高松赤十字ＷＯＣ）

ストーマ装具選択のポイント 近石昌子（香川県中ＷＯＣ)
松永希（香川労災ＷＯＣ)
納田広美（香川医大ＷＯＣ)
坂本裕香（四国こどもおとなＷＯＣ）
東山直美（香川県中ＷＯＣ)

展示ブース巡回 メーカー
松永希（香川労災ＷＯＣ)　２コマ
坂本裕香（四国こどもおとなＷＯＣ）

中澤尚子（四国こどもおとなＷＯＣ）
近石あゆみ（回生ＷＯＣ）
山本由利子（高松赤十字ＷＯＣ）
政田美喜（三豊総合ＷＯＣ）

褥瘡発生危険ツール 東山直美（香川県中ＷＯＣ)

ＤＥＳＩＧＮのつけかた・活用 山内理恵（ＫＫＲ高松ＷＯＣ）

褥瘡の治療方法 細川三規子（滝宮ＷＯＣ）

褥瘡発生時のケア 山本由利子（高松赤十字ＷＯＣ）

症例検討　４例

27 平成22年8月7日 高松テルサ　3階大会議場 86 9

26 平成22年3月20日
サンメッセ香川　２階サンメッセホール
香川在宅褥瘡セミナーとコラボ企画

102 10

28 平成22年11月27日
高松テルサ　３階大会議場
さぬき尿失禁懇話会とコラボ企画

98 9

29 平成23年3月19日 高松テルサ　3階大会議場 38 6

30 平成23年6月18日 高松テルサ　３階大会議場 53 6

31 平成24年2月25日 アルファあなぶきホール　玉藻 49 6

32 平成24年7月21日 アルファあなぶきホール　玉藻 62 5

33 平成24年12月2日 高松テルサ　3階大会議場 40 11

36 平成25年10月19日 高松テルサ　3階大会議室 61 4

症例：私ならこうして
ストーマ装具を漏らさない」

ＷＯＣの技

褥瘡回診の実際

34 平成25年3月24日 高松テルサ　3階大会議場 43 4

35 平成25年6月22日 高松テルサ　３階大会議場 72 8

＊ 平成25年12月
高松テルサ　3階　大会議室
介護担当者ストーマセミナー

27

37 2014年4月12日 サンメッセ香川　2階　中会議室 34 9

39 2014年10月11日 高松テルサ　3階　大会議室 22 4

ストーマ合併症のケア

38 2014年6月21日 高松テルサ　3階大会議場 50 9

院内ｽｷﾝﾄﾗﾌﾞﾙの解決方法

管理困難なケアの工夫



ストーマって何 近石あゆみ（回生ＷＯＣ）
ストーマ装具って何？ 東山直美（香川県中ＷＯＣ)

装具交換をしてみよう！ 世話人有志
これって異常？ 坂本裕香（四国こどもおとなＷＯＣ）

シーティング 谷本雅民（ﾕｰｷﾄﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ）

ポジショングのコツ 山本由利子（高松赤十字ＷＯＣ）

ポジショングの実際：実習 世話人有志

スキンテア 中澤尚子（四国こどもとおとなＷＯＣ）
下腿潰瘍 政田美喜（三豊総合ＷＯＣ）
医療用テープの取り扱いの実際 山本由利子（高松赤十字ＷＯＣ）

基本的なストーマケアの流れ 納田広美（香川医大ＷＯＣ)
ストーマ装具の種類と特徴 松永希（香川労災ＷＯＣ）
実習ストーマ装具取扱の実際 世話人有志
演習ストーマ装具の選択 世話人有志
糖尿病の最新治療 西原環香川労災糖尿病認定）
フットケアについて 細川三規子（滝宮総合ＷＯＣ）
スキンテアのケア 松永希（香川労災ＷＯＣ）
ストーマ装具の種類と特徴 東山直美（香川県中ＷＯＣ)
ストーマのトラブルの原因と対策 森裕香（四国こどもとおとなＷＯＣ）
症例検討ストーマ装具選択の実際 世話人有志
ストーマって何 井上愛（坂出市立ＷＯＣ）
これって異常？ 近石昌子（香川県立中央ＷＯＣ）
ストーマ装具って何？ 本村香代子（香川労災ＷＯＣ）
装具交換をしてみよう！ 世話人有志
その人にあったおむつの選択・あて方 三谷香代（おさか脳外）
排尿ケアに対するアセスメント 細川三規子（滝宮総合ＷＯＣ）
排泄ケア用品の種類・使用方法 福井明代（キナシ大林看護師）
排尿自立支援チーム活動の実際 本村香代子（香川労災ＷＯＣ）
便失禁のある高齢者の臀部のスキンケア 納田広美（香川医大ＷＯＣ)
化学療法・放射線療法時のストーマケア 門田千晶（香川医大ＷＯＣ）
スキンケア指導と用品の実際 世話人有志
メーカープレゼンテーション 各メーカー
ストーマの合併症と対応 近石あゆみ（回生病院ＷＯＣ）
ストーマに関連した創傷ケア 松永希（香川労災ＷＯＣ）
ＳＳＩ予防におけるＮＰＷＴの効果 政田美喜（三豊総合ＷＯＣ）
消化器外科領域における陰圧閉鎖療法 近藤喜太（岡山大学病院外科医師）
ストーマ装具の漏れの原因と対策 山本由利子（高松赤十字ＷＯＣ）
アクセサリー類の種類と特徴 細川三規子（滝宮総合ＷＯＣ）
症例検討　ストーマ装具選択の実際 世話人有志
褥瘡と医療関連機器圧迫創の違い 本村香代子（香川労災ＷＯＣ）
医療関連機器圧迫創の予防と対応 鈴木沙代子（三豊総合ＷＯＣ）
演習医療関連圧迫創の予防方法 各メーカー
創傷治癒の話はどこからきてどこにいくの・・・ 倉本秋（高知医療再生機構）
ストーマ周囲の皮膚障害のケア 山本由利子（高松赤十字ＷＯＣ）

山内理恵（ＫＫＲ高松ＷＯＣ）
納田広美（香川医大ＷＯＣ)
山田有夏（高松赤十字ＷＯＣ）
細川三規子（滝宮総合ＷＯＣ）

ke

＊ 2014年11月24日
高松テルサ　3階　大会議室
介護担当者ストーマセミナー

18

40 2015年1月10日 高松テルサ　３階　視聴覚室 30 9

41 2015年6月14日
四国こどもとおとなの医療センター

　こもれびホール
117 6

42 2015年11月14日 高松テルサ　3階　大会議室 34 5

43 2016年3月6日 香川労災病院　管理棟3階 102 0

44 2016年8月6日 高松テルサ　3階　大会議室 39 7

＊ 2016年10月1日
瓦町フラッグ　8階　大会議室１

第3回介護担当者ストーマセミナー
35

45 2016年11月6日
四国こどもとおとなの医療センター

　こもれびホール
40 7

46 2017年1月21日 高松テルサ　3階　大会議室 88 10

47 2017年7月15日 三豊総合病院　3階　講堂 65 9

50 2018年9月23日 高松テルサ　3階　大会議室 50 7
症例

48 2017年10月7日 高松テルサ　3階　大会議室 85 5

49 2018年6月3日 四国こどもとおとなの医療センター
　こもれびホール

109 9


