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2F  中ホール　ロビー

8:15-8:25
8:25-9:00

開会式
会長講演

WOCにおける個別性と普遍性を考える
座長：阿曽 洋子　演者：石澤 美保子

9:00-9:30

12:05-13:05

13:20-14:45

14:55-15:55

16:05-16:55

17:10-18:10

10:45-11:45

9:35-10:35

副会長講演
我が国におけるフットケアの現状と課題
座長：田中 秀子　演者：田中 康仁

特別教育講演 1
WOC看護はどこから来て

どこへ行くのか
座長：田中 秀子　演者：徳永 惠子

特別企画 1
最新トピックス

足の慢性創傷に対するアプローチ
～サージカルオフローディングと陥入爪治療～

座長：谷口 晃　須釜 淳子　
演者：塩之谷 香　佐本 憲宏

10:45-11:45

8:25-11:00

9:00-18:00

11:00-14:20

14:50-18:00

14:20-14:50

海外特別講演 1
WOC trend in Taiwan

座長：片岡 ひとみ　演者：Po-Jui Yu

ポスター貼付

企業展示

ポスター閲覧

ポスター閲覧

一般演題（示説）
ディスカッション
P-01～P-16

13:20-14:20
海外特別講演 2

Pressure Injuries caused by Medical Devices
and Other Objectives: A Clinical Update 2019

座長：真田 弘美
演者：Elizabeth A . Ayello

シンポジウム 1
目からウロコのストーマ管理

～あなたをピットフォールから救う～
座長：土田 敏恵　渡辺 光子　　
演者：石川 かおり　勝眞 久美子
　鎌田 和浩　工藤 礼子

理事会企画 1
論文賞・研究助成選考委員会
座長：石澤 美保子　武田 利明
演者：高橋 聡明　内藤 亜由美
　　　國光 真生　安藤 嘉子　

16:05-16:45 　　　理事会企画 3
WOC専門外来モデル構築アドホック委員会
座長：田中 秀子　　　　　　　　　　  
演者：土田 敏恵　飯坂 真司　小柳 礼恵

　　理事会企画 2
ICTアドホック委員会

ICTによる遠隔看護支援はストーマケアを変えたか？ 
座長：真田 弘美　紺家 千津子　
演者：片岡 ひとみ　高橋 麻由美
　　　南部 清美　紺家 千津子　

17:10-18:10
　　理事会企画 4

学術教育（失禁）委員会
『排尿自立指導料』の普及に向けて

座長：谷口 珠実　井川 靖彦　
演者：加瀬 昌子　吉田 美香子

特別講演 1
知と汗と涙の近大流
コミュニケーション戦略

座長：市岡 滋　演者：世耕 石弘

ランチョンセミナー 1
座長：田中 秀子　　　　　　
演者：大桑 麻由美　丹波 光子
共催：持田ヘルスケア株式会社

12:05-13:05
ランチョンセミナー 2

座長：溝上 祐子　　　　　　　
演者：間宮 直子
共催：スミス・アンド・ネフュー株式会社

14:55-15:55
スイーツセミナー 1

座長：西村 かおる　　　　　　
演者：西村 かおる　畠山 誠
　　　種子田 美穂子
共催：ネスレ日本株式会社
　　　ネスレヘルスサイエンスカンパニー
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9:00-18:00

企業展示

16:05-16:50　　理事会企画 5
国際交流委員会

国際学会デビューの秘密/ 理由（わけ）
～APETNA台湾2019は最初の一歩～

10:45-11:45
一般演題（口演）5
症例報告 1
O-26～O-31

座長：熊谷 英子　清藤 友里絵

10:45-11:45

ハンズオンセミナー 1

14:55-15:55
一般演題（口演）7
失禁・排泄ケア 1
O-39～O-44

座長：積 美保子　吉田 美香子

16:05-17:05
一般演題（口演）8
失禁・排泄ケア 2
O-45～O-50

座長：丹波 光子　山本 由利子

16:10-17:10
臨床スキンケア
看護師説明会

進行：田中 マキ子

13:20-14:30

一般演題（口演）6
認定看護師
O-32～O-38

座長：菅井 亜由美　松岡 美木

12:05-13:05
ランチョンセミナー 5

座長：須釜 淳子
演者：木下 幸子
共催：テルモ・ビーエスエヌ株式会社

講師：田中 マキ子
共催：アルケア株式会社

14:55-15:55
ハンズオンセミナー 2

講師：真田 亜希子　佐藤 弘子
　　　須田 衣里
共催：アルケア株式会社

10:45-11:45
シンポジウム 2
最新の排便管理

座長：前田 耕太郎　　　　 　
演者：味村 俊樹　高橋 知子　
　　　　西村 かおる　尾下 美保子

13:20-14:20
一般演題（口演）4
スキンケア
O-20～O-25

座長：大江 真琴　栁迫 昌美

12:05-13:05
ランチョンセミナー 4
座長：松原 康美　　　　　　
演者：積 美保子
共催：コロプラスト株式会社

14:55-15:55

18:30-20:15

スイーツセミナー 3

総合懇親会

座長：青木 和惠　　　　　　
演者：江川 安紀子
共催：株式会社ホリスター

10:45-11:45
一般演題（口演）1
ストーマ 1
O-01～O-06

座長：加瀬 昌子　栁井 幸恵

13:20-14:30

一般演題（口演）2
教育　その他
O-07～O-13

座長：永野 みどり　藤本 由美子

16:05-17:05
一般演題（口演）3
ストーマ 2
O-14～O-19

座長：角井 めぐみ　木下 幸子

17:10-18:10
一般演題（口演）
英語セッション1 
ストーマ　その他
E-01～ E-06

座長：臺 美佐子　仲上 豪二朗

12:05-13:05
ランチョンセミナー 3

座長：真田 弘美　　　　　　
演者：峰松 健夫　仲上 豪二朗
共催：株式会社メディカルユーアンドエイ

14:55-15:55
スイーツセミナー 2

座長：真田 弘美
演者：西島 安芸子　仲上 豪二朗
共催：株式会社ケンコー

座長：片岡 ひとみ　幸田 圭史
演者：江川 安紀子　守屋 薫
　　　青木 未来　Po-Jui Yu
　　　根本 秀美　　




