第 1+2 会場：ロイトン札幌 3F ロイトンホール ABC

15:50 ～ 17:50

p71

教育セミナー

司会：板橋 道朗（東京女子医科大学 消化器・一般外科）
南 由起子（介護付き有料老人ホーム サンシティ横浜）

あきらめてはいけない！！
ストーマ晩期合併症患者のQOL向上
－傍ストーマヘルニア、脱出に焦点を当てて－

知っておきたい！ストーマ晩期合併症の基礎知識
髙橋 孝夫（岐阜大学 腫瘍外科）
手術でここまで改善できる！
板橋 道朗（東京女子医科大学 消化器・一般外科）
あなたにもできる！！ストーマ晩期合併症 予防ケア
宮本乃ぞみ（東京逓信病院 看護部 皮膚・排泄ケア認定看護師）
あなたもできる！！ストーマ晩期合併症ケア ケアの実際
尾﨑麻依子（帝京大学医学部附属病院 看護部 皮膚・排泄ケア認定看護師）
傍ストーマヘルニア、脱出に対するケアの実際
工藤 礼子（国立研究開発法人国立がん研究センター中央病院 皮膚・排泄ケア認定看護師）
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プログラム

2月23日（金）

第 1 会場：ロイトン札幌 3F ロイトンホール A
プログラム

2月24日（土）
8:10 ～ 8:55

p135

モーニングセミナー 1（共催：アルケア株式会社）

司会：佐々木一晃（小樽掖済会病院

在宅ストーマケア最前線～病院ケアの経験を活かして～

院長）

在宅ストーマケア最前線～病院ケアの経験を活かして～
持田智江美（鳩ヶ谷訪問看護ステーション 皮膚・排泄ケア認定看護師）
8:55 ～ 9:00

開会挨拶

9:00 ～ 9:30

p81

新理事長講演

司会：佐々木一晃（第 35 回日本ストーマ・排泄リハビリ
テーション学会総会 会長）

JSSCRの役割

JSSCRの役割
幸田 圭史（日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会 理事長）
9:30 ～ 11:30

p91

シンポジウム1

高齢者のストーマ（消化管、泌尿器ストーマ）
管理における連携と情報共有

司会：前田耕太郎（藤田保健衛生大学病院 国際医療センター）
南 由起子（介護付き有料老人ホーム サンシティ横浜）

SY1-1

高齢者のストーマ管理における連携と情報共有
梶西ミチコ（糸島医師会病院）

SY1-2

在宅における高齢者のストーマ管理
－どう生かす？介護サービス担当者のためのストーマケア講習会－
熊谷 英子（むらた日帰り外科手術・WOC クリニック）

SY1-3

訪問看護ステーションに所属する皮膚・排泄ケア認定看護師の現状と課題
－高齢者のストーマケアを通して－
瀬髙有希子（北海道総合在宅ケア事業団 札幌白石訪問看護ステーション）

SY1-4

ストーマ造設病院における考慮すべき退院支援と当院の取り組み

SY1-5

家族以外の支援者との高齢ストーマ患者の装具交換における情報共有と協働方法の検討

SY1-6

術後ストーマ早期合併症を併発した患者の早期退院に向けた退院調整と在宅支援
浦岡
歩（順天堂大学医学部附属静岡病院）

SY1-7

高齢者のストーマ管理における連携と情報共有～病院医療と在宅医療の両視点を交えて～

寺島

一豪（市立函館病院 看護局）

小田切宏恵（盛岡赤十字病院 総合患者支援センター）

中村

（公財）天理よろづ相談所病院 在宅世話どりセンター）
義徳（
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第 1 会場：ロイトン札幌 3F ロイトンホール A
特別講演1（共催：エーザイ株式会社）

p85

司会：穴澤

貞夫（高津看護専門学校）

在宅を支える認知症初期集中支援チーム活動 ―ストーマをつけた認知症患者さんへの支援―
在宅を支える認知症初期集中支援チーム活動 ―ストーマをつけた認知症患者さんへの支援―
内海久美子（砂川市立病院 認知症疾患医療センター）
12:30 ～ 13:20

ランチョンセミナー 1

（共催：コンバテック ジャパン株式会社）

p151

司会：田中

秀子（淑徳大学

看護学部

看護学科

教授）

拡がる！排尿自立指導料によって進化する排尿ケアへの取り組み
～新しい親水性コーティング自己導尿カテーテルへの期待～
排尿自立指導料の意義、そして現状と未来に向けて
真田 弘美（東京大学大学院医学系研究科 健康科学・看護学専攻老年看護学 / 創傷看護学分野 教授）
排尿自立指導料の導入例とジェントルカテGlideの使用例
帶刀 朋代（東京医科大学病院  看護部 皮膚・排泄ケア認定看護師）
13:30 ～ 14:00

総会

14:00 ～ 15:30

パネルディスカッション2

認知症患者のストーマ・
排泄（消化器・泌尿器）の管理

p107

司会：上川 禎則（大阪市立総合医療センター 泌尿器科）
柴﨑 真澄（いわき明星大学 看護学部）

PD2-1

認知症患者にストーマ（消化管）造設をするにあたって
川島 市郎（京都民医連中央病院）

PD2-2

急性期病院における認知症患者のストーマケアの実際と今後の課題
丸山 弘美（東京慈恵会医科大学 葛飾医療センター）

PD2-3

地域基幹病院におけるストーマケアの実際～認知機能の低下がもたらす弊害とその対処～
高木 良重（医療法人福西会 福西会病院）

PD2-4

在宅における認知症ストーマ保有者の支援体制の現状と課題
熊谷 英子（むらた日帰り外科手術・WOC クリニック）
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プログラム

11:30 ～ 12:20

第 1 会場：ロイトン札幌 3F ロイトンホール A
プログラム

15:30 ～ 17:00

ワークショップ2

排便・排尿障害をきたす疾患とその看護

p117

司会：西口 幸雄（大阪市立総合医療センター）
山本由利子（高松赤十字病院 看護部）

WS2-1 便失禁の原因と治療 －低位前方切除後症候群を中心に－
味村 俊樹（三慶会 指扇病院 排便機能センター）
WS2-2 完全直腸脱に対する腹腔鏡下直腸固定術（Wells法）の治療成績
井上
透（大阪市立総合医療センター 消化器外科）
WS2-3 直腸瘤の外科治療 - transvaginal anterior levatorplastyについて小出 欣和（藤田保健衛生大学 総合消化器外科）
WS2-4 便失禁診療における皮膚・排泄ケア認定看護師の役割
積 美保子（地域医療機能推進機構 東京山手メディカルセンター 看護部）
WS2-5 排便関連筋運動と結腸マッサージによる慢性便秘改善の経験
小野寺有香（WOC 相談室すずらん）
WS2-6 尿失禁の分類と原因
上川 禎則（大阪市立総合医療センター 泌尿器科）
WS2-7 二分脊椎における尿失禁の治療
菅野由岐子（北海道大学大学院 医学研究院 腎泌尿器外科学教室）
WS2-8 失禁時の排泄用具の選択
近石 昌子（香川県立中央病院 看護部 褥瘡対策室）
WS2-9 排泄関連皮膚障害（IAD）のケア
小林 直美（パナソニック健康保険組合 松下記念病院 看護部）
17:00 ～ 17:15

閉会挨拶
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第 2 会場：ロイトン札幌 3F ロイトンホール BC

8:10 ～ 8:55

モーニングセミナー 2

（共催：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社）

p139

司会：竹政伊知朗（札幌医科大学 消化器・総合、
乳腺・内分泌外科 教授）

骨盤内臓全摘術に伴うダブルストーマ -課題と対策関本 貢嗣（国立病院機構大阪医療センター 副院長）
9:30 ～ 11:00

ワークショップ1

ストーマのにおいと音

p113

司会：渡邊
成（人間総合科学大学 人間科学部）
田中 秀子（淑徳大学 看護栄養学部）

WS1-1 “におい対策”から“においのケア”へ
梶原 睦子（千葉科学大学 看護学部）
WS1-2 消臭剤開発における、オストメイトによるにおいケア評価
永安 孝弘（パナソニックエコソリューションズ化研）
WS1-3 ストーマ保有者における臭いを強くする食品摂取後の成分濃度
當座 康弘（市立伊丹病院 看護部）
WS1-4 「におい」と「音」とは？
船橋 公彦（東邦大学医療センター 大森病院 一般・消化器外科）
WS1-5 人工肛門保有者の排ガス音の客観的評価と食事・睡眠と排ガスの関連性に関する研究
安藤 嘉子（大阪赤十字病院、大阪大学大学院医学系研究科博士後期課程）
11:30 ～ 12:20

特別講演1中継

12:30 ～ 13:20

p157

ランチョンセミナー 2（共催：大鵬薬品工業株式会社） 司会：山口

抗がん剤投与中に遭遇する皮膚トラブルあれこれ

茂樹（埼玉医科大学 国際医療センター 包括的がんセ
ンター 消化器病センター長 消化器外科 教授）

抗がん剤投与中に遭遇する皮膚トラブルあれこれ
佐藤 誠弘（独立行政法人国立病院機構 北海道がんセンター 皮膚科医長）
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プログラム

2月24日（土）

第 2 会場：ロイトン札幌 3F ロイトンホール BC
プログラム

14:00 ～ 15:30

p96

シンポジウム2

下部直腸がんに対する究極の肛門温存手術
（括約筋間直腸切除術、ISR）の排便機能

司会：幸田 圭史（帝京大学ちば総合医療センター）
青木 和惠（静岡県立大学 看護学部）

SY2-1

下部直腸癌に対する括約筋間直腸切除術（ISR）の術後排便機能障害

SY2-2

直腸癌に対する括約筋間切除術の術後排便障害～全国アンケート調査からみた現状と問題点～
船橋 公彦（東邦大学医療センター大森病院）

SY2-3

ISRを選択する患者への看護師の役割
谷口 貴子（静岡県立静岡がんセンター）

SY2-4

当院における直腸癌に対する低位前方切除術後の排便状況の実態
積 美保子（地域医療機能推進機構 東京山手メディカルセンター 看護部）

SY2-5

直腸癌ISR術後排便機能障害に対する骨盤底筋リハビリテーション療法の有用性
錦織 英知（神鋼記念病院 大腸骨盤外科）

SY2-6

ISR術後における排便機能障害の評価と治療
西澤 祐吏（国立がん研究センター東病院 大腸外科）

山田

一隆（大腸肛門病センター高野病院 消化器外科）

15:30 ～ 16:12

p202

口演1

座長：貞廣莊太郎（東海大学 消化器外科）
日野岡蘭子（旭川医科大学病院）

創傷管理
O1-1

腹会陰式直腸切断術会陰創に局所陰圧閉鎖療法を施行した 3 例
佐々木伸子（JA 秋田厚生連 能代厚生医療センター）

O1-2

マイルズ会陰創に対する局所陰圧閉鎖療法におけるSSI予防と疼痛管理の効果
政田 美喜（三豊総合病院 看護部）

O1-3

腹腔鏡補助下腹会陰式直腸切断術の術後会陰部の創部SSIに対して、持続洗浄陰圧閉鎖療法が著効
した一例
中井 慈人（県立西宮病院 消化器外科）

O1-4

腹腔に達する創離開ストーマ粘膜皮膚離開にNPWTを用いた創傷ストーマ管理で皮弁移植が可能と
なった一例
西村

奈緒（熊本赤十字病院）

O1-5

ストーマに隣接した皮膚潰瘍に陰圧閉鎖療法を実施した一例

O1-6

ストーマ造設を拒否したフルニエ症候群患者の一例
～言語・文化の違いが治療に及ぼした影響を振り返る～

平田ふき子（JR 広島病院 看護部）

阿部由紀子（公益財団法人 東京都保健医療公社 大久保病院）
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第 2 会場：ロイトン札幌 3F ロイトンホール BC
口演2

ストーマ装具と皮膚保護剤・スキンケア

p205

座長：池内 健二（いの町立国民健康保険
政田 美喜（三豊総合病院）

仁淀病院）

O2-1

ストーマ周囲に複雑な凹凸を有する症例に平面型装具が奏功した一例
牛木ゆき子（東京西徳洲会病院）

O2-2

ストーマ粘膜皮膚離開にやわらかい凸面装具を使用した一症例
岸田 智子（西宮市立中央病院 看護部）

O2-3

柔らかい凸面装具を選択した局所条件の傾向
松村 理恵（JA 北海道厚生連 札幌厚生病院）

O2-4

複数の装具を併用することで接触皮膚炎が改善した事例
長谷川美波（京都第二赤十字病院 看護部）

O2-5

外科病棟術後患者に対する皮膚障害予防効果 ～皮膚保湿・清浄クリーム塗布の有用性～
黒田 豊子（医療法人 原三信病院）

O2-6

ストーマ周囲皮膚の色調変化発生要因の検討
宮本乃ぞみ（東京逓信病院）
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プログラム

16:12 ～ 16:54

第 3 会場：ロイトン札幌 3F ロイトンホール D
プログラム

2月24日（土）
8:10 ～ 8:55

p143

モーニングセミナー 3（共催：株式会社ヤクルト本社） 司会：古畑

大腸がん二次治療を考える
- それぞれの最適なポジションは？ -

智久（聖マリアンナ医科大学
東横病院 消化器病センター 消化器・一般外科 教授）

大腸がん二次治療を考える - それぞれの最適なポジションは？ 結城

敏志（北海道大学病院 消化器内科 助教）

9:30 ～ 11:00

ビデオワークショップ

お勧めする私たちのストーマ造設法、閉鎖法

p129

司会：森田 隆幸（青森厚生病院）
篠原 信雄（北海道大学大学院 医学研究院 腎泌尿器外科）

VWS-1 ストーマ合併症予防を目指した消化管ストーマ造設法
井上
透（大阪市立総合医療センター 消化器外科）
VWS-2 お勧めする私たちのストーマ造設法、閉鎖法
野田
愛（小樽掖済会病院 外科）
VWS-3 傍ストーマヘルニアを予防するために～回腸導管造設術の工夫
田中 俊明（札幌医科大学 医学部 泌尿器科）
VWS-4 恵佑会札幌病院における尿路ストーマ造設術－回腸導管造設術－
平川 和志（恵佑会札幌病院泌尿器科）
11:30 ～ 12:20

特別講演2

排泄臭の原因と効果的な消臭法

p87

司会：加藤

知行（社会医療法人 愛生会 総合上飯田第一病院）

排泄臭の原因と効果的な消臭法
大毛 宏喜（広島大学病院 感染症科）
12:30 ～ 13:20

p161

ランチョンセミナー 3（共催：コロプラスト株式会社） 司会：前田耕太郎（藤田保健衛生大学病院
国際医療センター長・教授）
難治性排便障害に対する経肛門的洗腸療法

難治性排便障害に対する経肛門的洗腸療法
味村 俊樹（医療法人三慶会 指扇病院 排便機能センター長）
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第 3 会場：ロイトン札幌 3F ロイトンホール D
口演3

ストーマ合併症

p208

1

座長：岡島 正純（広島市民病院 外科）
安田 智美（富山大学大学院医学薬学研究部）

O3-1

潰瘍性大腸炎分割手術施行時のoutlet obstruction
蝶野 晃弘（兵庫医科大学 炎症性腸疾患外科）

O3-2

直腸悪性手術におけるdiverting stomaに伴う術後イレウスのリスク因子検討
佐原 康太（横浜市立大学 消化器・腫瘍外科学）

O3-3

回腸ストーマ造設後、急性腎傷害症例の検討
小林 徹也（新百合ヶ丘総合病院 消化器外科）

O3-4

外来における装具交換時の臥位での腹壁触診の重要性
～傍ストーマヘルニアを早期発見し、漏れを防ぐ～
鈴木 華代（藤田保健衛生大学坂文種報徳會病院）

O3-5

人工肛門粘膜皮膚接合部の粘膜過形成に対する処置法の工夫
稲田 浩美（日本医科大学付属病院 看護部）

O3-6

回腸導管尿路変更術の合併症：最近の動向
柏木
明（手稲渓仁会病院 泌尿器科）

O3-7

ストーマ脱出に対して伝達麻酔下で縫合器による修復術を施行した 1 例
荒川
敏（藤田保健衛生大学坂文種報徳会病院 消化器外科）

O3-8

がん化学療法施行中にストーマ周囲皮膚潰瘍を形成しレジメンが変更となった 1 例
中島 美文（国立がん研究センター東病院 看護部）

14:56 ～ 15:45

口演4

ストーマ合併症

p212

2

座長：板橋 道朗（東京女子医科大学 消化器・一般外科）
竹之内美樹（JA とりで総合医療センター）

O4-1

ストーマ周囲皮膚障害と粘膜移植の鑑別が困難であった１例
武田 操保（公立昭和病院 看護部）

O4-2

ストーマ管理困難を来す要因の検討
中島香寿代（国保直営総合病院君津中央病院）

O4-3

腹腔鏡下Sugarbaker法を行った傍ストーマヘルニア胃陥頓の 1 例

O4-4

横行結腸ストーマ脱出に対し自動縫合器を用いて修復した 1 例
安山 陽信（東北労災病院 外科）

O4-5

高浸透圧を利用したslug法（ナメクジ法）によるストーマ脱・直腸脱・浮腫腸管ストーマ造設の手技
渡辺 和宏（東北大学大学院 消化器外科学）

O4-6

ストーマ患者におけるHigh Output Syndromeの予測因子の検討
福岡 達成（大阪市立大学大学院腫瘍外科）

O4-7

多排泄量ストーマ high output stomaの治療に関する検討

古谷

辻仲

晃伸（静岡県立静岡がんセンター 大腸外科）

眞康（自治医科大学附属さいたま医療センター 一般消化器外科）
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プログラム

14:00 ～ 14:56

第 3 会場：ロイトン札幌 3F ロイトンホール D
プログラム

15:45 ～ 16:45

ワークショップ3

ストーマ静脈瘤の治療とケア

p123

司会：賀屋
小林

仁（南はとがや泌尿器科・内科クリニック）
和世（若葉オストミーセンター）

WS3-1 肝類洞閉塞症候群によるストーマ静脈瘤の管理と課題
安藤 嘉子（大阪赤十字病院）
WS3-2 ストーマ静脈瘤を有する患者への適切なケアとは
工藤 礼子（国立がん研究センター中央病院 看護部）
WS3-3 当院のストーマ外来とストーマ静脈瘤について
久須美貴哉（恵佑会札幌病院 外科）
WS3-4 ストーマ周囲静脈瘤に対する硬化療法の経験
高橋 賢一（東北労災病院 大腸肛門外科）
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第 4 会場：ロイトン札幌 2F エンプレスホール

13:40 ～ 14:40

p189

第3回ストーマ認定士スキルアップ講座

超実践的ストーマ装具選択！
使えるストーマ装具は一つではない

司会：三浦英一朗（神奈川リハビリテーション病院
山本由利子（高松赤十字病院 看護部）

ストーマ認定士とは
西口

幸雄（大阪市立総合医療センター 消化器センター）

15:50 ～ 17:50

教育セミナー中継
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外科）

プログラム

2月23日（金）

第 4 会場：ロイトン札幌 2F エンプレスホール
プログラム

2月24日（土）
8:10 ～ 8:55

モーニングセミナー 4

p147

司会：篠原

ロボット支援腹腔鏡下前立腺全摘除術とその後の排尿機能

信雄（北海道大学大学院 医学研究院
腎泌尿器外科学教室 教授）

ロボット支援腹腔鏡下前立腺全摘除術とその後の排尿機能
平川 和志（恵佑会札幌病院 院長）
9:30 ～ 11:00

パネルディスカッション1

加齢に伴うストーマ管理（消化器・泌尿器）の
変化を考える

p103

司会：髙波眞佐治（東邦大学医療センター 佐倉病院 泌尿器科）
大村 裕子（東京オストミーセンター）

PD1-1

訪問看護介入が必要な高齢のストーマ保有者に対する地域連携の現状と課題

PD1-2

高齢ストーマ保有者のストーマ外来における問題点
森永 美乃（藤枝市立総合病院 看護部）

PD1-3

高齢者の身体・環境変化に対するWOC外来の取り組み
坂本理和子（社会医療法人恵佑会札幌病院 看護部）

PD1-4

高齢ストーマ保有者の在宅ケアに向けての退院調整
伊藤美智子（東京山手メディカルセンター）

PD1-5

ストーマ保有者を取り巻く医療連携の課題
小林 和世（若葉オストミーセンター）

清藤友里絵（東邦大学医療センター佐倉病院）

11:30 ～ 12:20

特別講演2中継

12:30 ～ 13:20

ランチョンセミナー 4（共催：アルケア株式会社）

2025年問題を乗り切るストーマケアの切り札

p165

司会：幸田

圭史（帝京大学ちば総合医療センター 外科学講座 教授）

医療介護同時改定がストーマケアに及ぼす影響
小林 和世（若葉オストミーセンター ET）
退院後訪問指導を活用した在宅ストーマケアの取組み
本田あや子（名古屋第二赤十字病院 皮膚・排泄ケア認定看護師）
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第 4 会場：ロイトン札幌 2F エンプレスホール
p216

口演5

座長：中村 利夫（藤枝市立総合病院）
梶西ミチコ（糸島医師会病院 看護部）

日常生活とQOL・ストーマ外来
O5-1

オストメイトQOL調査に活動指標（PS）や睡眠項目は必要か
進藤 勝久（宝生会 PL 病院）

O5-2

オストメイトQOL調査票の術後 5 年未満のオストメイトへの看護介入の検討
本田 優子（大阪市立総合医療センター）

O5-3

女性ストーマ保有者のself Adjustment とQOLに関する研究
前川 厚子（名古屋大学 大学院 医学系研究科）

O5-4

入院中にストーマ受容困難であったオストメイトの退院後の思い
池田 淑美（医療法人豊田会 刈谷豊田総合病院）

O5-5

ストーマ排泄孔への大腸ステント留置により、ストーマ管理およびQOLが改善した一症例
冨田美和子（福岡大学病院 看護部）

O5-6

おむつフィッターとしての排泄ケア
～おしり周りを気持ちよくする！の思いで皆が笑顔になった。～
三廼 利美（高岡駅南クリニック）

O5-7

当院のストーマ外来患者の実態調査―晩期合併症とその関連因子について―
大川 亜弥（神戸市立医療センター中央市民病院 看護部）

O5-8

ストーマ外来未受診オストメイトの実態調査
吉岡百合子（柏厚生総合病院 看護部）

第3報

14:56 ～ 15:52

p220

口演6

座長：古畑

智久（聖マリアンナ医科大学
東横病院 消化器病センター 消化器・一般外科 教授）
石澤美保子（奈良県立医科大学 医学部 看護学科）

管理困難

O6-1

ストーマ近接部に発生した肉芽腫切除及び皮弁形成術後のケア介入

O6-2

子宮肉腫の再発により膀胱腸管皮膚瘻を生じた上、腹壁外の腫瘤が増大し管理に難渋している一症例
黒木ひろみ（聖路加国際病院 看護部）

O6-3

終末期患者の巨大瘻孔に対し苦痛軽減できた一例

O6-4

術後難治性小腸皮膚瘻を形成した創傷・瘻孔ケアの一例
櫻井 和江（静岡県立総合病院）

O6-5

NSTと連携した高度肥満によるストーマ管理困難の一例
藤屋 聡子（彩の国東大宮メディカルセンター）

O6-6

ストーマ周囲創離開が術後補助化学療法中に高度の皮膚障害へと悪化した高度肥満患者の 1 例

O6-7

高度肥満のあるストーマ造設患者の周術期栄養管理
山本 純子（医療法人 社団協友会 彩の国東大宮メディカルセンター）

O6-8

管理困難な横行結腸皮膚瘻に対し、シンプルケアを提供できた１例
志田 歴美（よこやまクリニック）

水之江鈴子（佐賀大学 医学部 附属病院）

玄山

小島

愛子（パナソニック健康保険組合 松下記念病院）

瞳（愛知県がんセンター中央病院看護部）
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プログラム

14:00 ～ 14:56

第 4 会場：ロイトン札幌 2F エンプレスホール
プログラム

15:52 ～ 16:41

p224

口演7

座長：安達
亙（富士見高原医療福祉センター 富士見高原病院）
瀬髙有希子（一般社団法人 北海道総合在宅ケア事業団
札幌白石訪問看護ステーション）

在宅療養

O7-1

空気嚥下症により腹部膨満を来す児のストーマケア

O7-2

IADLが低下している独居高齢者の退院後訪問指導を行った 1 症例
大関亜樹子（北海道勤労者医療協会 勤医協中央病院 看護部）

O7-3

終末期患者に対する退院後訪問指導を活用したストーマ装具、間欠自己導尿用カテーテルの選択
千田由美子（岩手県立中部病院）

O7-4

管理困難なストーマをもつ終末期患者の在宅を支援するケア
高橋 夏絵（北海道勤労者医療協会 勤医協中央病院 看護部）

O7-5

身体変化に対応した在宅ストーマケアの実際～、皮膚・排泄ケア認定看護師と訪問看護師の連携～
藤崎 栄子（JCHO 大和郡山病院）

O7-6

緩和ストーマ造設後のアドバンスケアプランニングにおける訪問看護師の役割について
持田智江美（埼玉県看護協会 鳩ケ谷訪問看護ステーション）

O7-7

在宅で排泄ケアが必要となった異文化背景をもつ高齢者の現状と課題
西内 陽子（兵庫県立大学 看護学部 在宅看護学）

島袋

直美（独立行政法人 那覇市立病院）
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第 5 会場：ロイトン札幌 2F リージェントホール

12:00 ～ 13:30

評議員会

15:50 ～ 17:50

教育セミナー中継
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プログラム

2月23日（金）

第 5 会場：ロイトン札幌 2F リージェントホール
プログラム

2月24日（土）
9:30 ～ 10:12

p193

主題関連演題

座長：赤木 由人（久留米大学医学部外科学教室）
角谷真由美（札幌医科大学附属病院）

ISR

ISR-1

大腸内圧センサーによる括約筋間切除後排便機能障害に対する評価
小杉 千弘（帝京大学 ちば総合医療センター 外科）

ISR-2

術前化学放射線治療法施行下部直腸癌に対するISR術後の排便機能の検討
岡本
亮（医療法人 明和病院）

ISR-3

当科におけるISR施行例の一時的回腸ストーマ造設術と主観的排便機能評価について
須藤
剛（山形県立中央病院 外科）

ISR-4

括約筋間切除術（ISR: Intersphincteric resection）の成績と排便機能障害への対応
榎本 正統（東京医科大学）

ISR-5

演題取り下げ

ISR-6

直腸低位前方切除後症候群（ＬＡＲＳ）と共にいきる。
下部直腸がんを経験しストーマ閉鎖手術から８ヶ月
中村 公昭（伊勢原協同病院 手術室）

10:12 ～ 11:15

p228

口演8

座長：佐藤 敏彦（山形県立中央病院 外科）
片岡ひとみ（山形大学医学部看護学科）

（超）高齢者・認知症
O8-1

高齢者におけるストーマ関連合併症の現状と問題点
小山
基（柏厚生総合病院 大腸外科）

O8-2

超高齢者や不全麻痺のある患者に対する術前教育の効果
山田 陽子（産業医科大学病院 看護部）

O8-3

認知機能低下のある独居高齢ストーマ造設患者への退院支援の一考察

O8-4

ストーマ外来における多職種連携～認知症高齢者の意思決定支援～
河合あゆ子（一般社団法人日本海員掖済会 名古屋掖済会病院 看護部）

O8-5

独居高齢者のストーマ造設後の手技習得に向けた働きかけ

O8-6

ストーマ装具外しを繰り返す認知症オストメイトへの対応
吉岡百合子（柏厚生総合病院 看護部）

O8-7

認知症独居高齢者の在宅ストーマケアにおける看護師の関わりと今後の課題

O8-8

永久的ストーマのある高齢患者をケアする家族の体験
奈木志津子（市立島田市民病院 看護部）

O8-9

A病院ストーマ保有者患者会の活動と今後の課題

小林

希美（新潟県済生会三条病院）

上地めぐみ（川崎幸病院 看護部）

中山美智子（佐野厚生総合病院）

八幡

果歩（岡山済生会総合病院 看護部）
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第 5 会場：ロイトン札幌 2F リージェントホール
プログラム

11:30 ～ 12:20

特別講演2中継

12:30 ～ 13:20

p171

ランチョンセミナー 5（共催：株式会社ホリスター）

司会：安部

正敏（医療法人社団 廣仁会 札幌皮膚科クリニック

副院長）
ドキッ！テープをこんなにベタベタと、、、
～「安心」と「安全」を両輪に。社会復帰後の現実をいま一度見直してみる～

ドキッ！テープをこんなにベタベタと、、、
～「安心」と「安全」を両輪に。社会復帰後の現実をいま一度見直してみる～
安部 正敏（医療法人社団 廣仁会 札幌皮膚科クリニック 副院長）
小林

智美（日本大学病院 皮膚・排泄ケア認定看護師）

14:00 ～ 14:42

要望演題1

抗がん剤治療中のストーマ管理困難例

p196

座長：竹之下誠一（福島県立医科大学）
林 みゆき（北海道大学病院 看護部）

R1-1

回腸一時ストーマ造設後における術後補助化学療法の実際と問題点
井出 義人（八尾市立病院 消化器外科）

R1-2

がん化学療法におけるストーマ周囲皮膚潰瘍を形成した患者の特徴
角
諒子（国立がん研究センター東病院 看護部）

R1-3

がん化学療法に伴う有害事象がストーマケアに及ぼす影響
―皮膚障害対策への取り組みと今後の課題―
和田 理枝（愛媛県立中央病院）

R1-4

経口抗癌剤投与中にストーマ粘膜皮膚離開が遷延した 1 例
石丸
啓（愛媛大学 医学部 消化管腫瘍外科学講座）

R1-5

カバーリングストーマ形成状態の化学療法に難渋した 3 例
太田 尚宏（市立砺波総合病院 大腸・肛門外科）

R1-6

分子標的薬使用により皮膚障害を繰り返した一事例～継続的な支援の重要性と福祉との連携～
竹田 宏美（岐阜市民病院 看護部）
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第 5 会場：ロイトン札幌 2F リージェントホール
プログラム

14:56 ～ 15:38

p199

要望演題2

座長：舟山 裕士（仙台赤十字病院）
佐藤 明代（市立札幌病院）

傍ストーマヘルニアの予防・治療
R2-1

当院におけるストーマ傍ヘルニア患者の現状と課題
本田 優子（大阪市立総合医療センター 看護部）

R2-2

双孔式ストーマの傍ストーマヘルニア発生に関する検討
白石 卓也（国立がん研究センター東病院 大腸外科）

R2-3

傍ストーマヘルニアの治療と予防
藤本 佳也（がん研有明病院 消化器外科）

R2-4

直腸切断術における傍ストーマヘルニアを予防する手技上の工夫
河島 秀昭（勤医協中央病院 外科）

R2-5

傍ストーマへルニアに対する外科的治療に関する検討
岡田 大介（東京山手メディカルセンター 大腸肛門病センター）

R2-6

回腸導管傍ストーマヘルニアに対する修復術の経験
岩川 和秀（国立病院機構 福山医療センター 外科）

15:38 ～ 16:20

p233

口演9

座長：小森 康司（愛知県がんセンター中央病院 消化器外科部）
前川 厚子（名古屋大学大学院医学系研究科）

心理的サポート
O9-1

ウロストミー造設予定患者へのストーマ装具装着による擬似体験の有効性
小浦 美奈（山形大学医学部附属病院 ８階西病棟）

O9-2

災害に備えたオストメイトへのサポート
國分栄久子（辰星会 枡 記念病院）

O9-3

緊急的ストーマ造設となる患者の不安の軽減に繋がる看護の妥当性について
栗林 奈未（手稲渓仁会病院）

O9-4

ストーマ造設患者の退院後の電話訪問の評価
門脇 佳樹（旭川赤十字病院）

O9-5

患者、看護師の術後経過に対する思いのズレについて

O9-6

高齢者オストメイトが灌注排便法を施行する中で抱える不安
加藤
瞳（医療法人渓仁会手稲渓仁会病院）

小野

～ストーマお預かりサービスを始めて～

李奈（社会医療法人財団 慈泉会 相澤病院）
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第 5 会場：ロイトン札幌 2F リージェントホール
口演10

失禁治療・失禁ケア

p236

座長：後藤 百万（名古屋大学大学院医学系研究科 泌尿器科学）
梶原 睦子（千葉科学大学 看護学部）

O10-1

仙骨神経刺激療法により難治性過活動膀胱が改善し得た本邦初報告の１例
仕垣幸太郎（大浜第一病院 大腸肛門外科）

O10-2

当院における排尿ケアチーム介入患者の分析
石岡 道子（医療法人渓仁会 手稲渓仁会病院 看護部）

O10-3

仙骨褥瘡に対し陰圧閉鎖療法を行う認知症高齢者の排泄ケアへの支援
大澤 恵子（国家公務員共済組合連合会 斗南病院 看護部）

O10-4

脳卒中により尿意の訴えが困難な患者に対して排尿ケアチームが介入した一例
崎山 恵美（奈良県立医科大学附属病院 看護部）

O10-5

排泄障害をもつ児の就学支援―総排泄腔遺残症の事例を通して―
大瀧 志保（鶴岡市立荘内病院 4 階東入院棟）
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プログラム

16:20 ～ 16:55

第 6 会場：ロイトン札幌 2F ハイネスホール
プログラム

2月23日（金）
13:40 ～ 14:40

災害対策ブロック代表者会議

司会：大村

裕子（東京オストミーセンター）

14:40 ～ 15:40

災害対策委員会企画

p185

司会：大村

各ブロック災害対策アンケート報告
籾山こずえ（籾山クリニック）
災害未経験地区、四国における災害対策
臼杵 尚志（香川大学医学部附属病院）
被災地区、宮城県における災害対策
熊谷 英子（むらた日帰り外科手術・WOC クリニック）
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裕子（JSSCR 災害対策委員長／
東京オストミーセンター）

第 6 会場：ロイトン札幌 2F ハイネスホール

9:30 ～ 10:26

口演11

ストーマ造設

p239

座長：池
秀之（済生会横浜市南部病院 外科）
中野真寿美（地方独立行政法人 広島市立病院機構
広島市立安佐市民病院 看護部）

1

O11-1

当院におけるDiverting stoma症例の検討

O11-2

一時的回腸人工肛門造設術を施行した患者における周術期イレウスの検討
服部 憲史（名古屋大学大学院医学系研究科 消化器外科）

O11-3

当院におけるストーマ造設標準化への取り組み
稲垣 水美（健生会 奈良大腸肛門病センター）

O11-4

ストーマロッドの必要性に関する検討
内野
基（兵庫医科大学 炎症性腸疾患学講座）

O11-5

腹水により目視できない位置にストーマが造設された患者のセルフケア習得に向けた看護師の関わり
下村 貴司（東京女子医科大学病院 看護部）

O11-6

高齢ストーマ造設患者のセルフケア確立に向けた支援～Ａ病棟における現状と今後の課題～
田村 弘美（久留米大学病院）

O11-7

腹腔前完全腹膜外化回腸導管造設法
羽阪 友宏（大阪市立総合医療センター 泌尿器科）

O11-8

尿管皮膚瘻造設術を施行した膀胱癌患者の臨床的検討
水沢 弘哉（信州上田医療センター 泌尿器科）

河合

雅也（順天堂大学 下部消化管外科）

10:26 ～ 11:15

口演12

ストーマ造設

p243

2

座長：石田

秀行（埼玉医科大学総合医療センター 消化管・
一般外科）
安藤眞理子（埼玉県済生会川口総合病院）

O12-1

当院における腹腔鏡下人工肛門造設術の工夫

O12-2

当科におけるSuture Holderを用いた人工肛門造設術

O12-3

当科における一時的回腸人工肛門増設術の工夫とその成績
筒山 将之（愛知県がんセンター中央病院 消化器外科）

O12-4

回腸ストーマ及び横行結腸ストーマ造設患者のデータからみた造設腸管の違いがストーマ管理に及
ぼす影響

西居
秋山

尾澤

孝文（大阪市立総合医療センター 消化器外科）
泰樹（産業医科学 第一外科）

政喜（北里大学メディカルセンター 看護部）

O12-5

一時的臍部回腸ストーマにおける患者状態及びストーマ局所状態と合併症との関連性の検討
田中 寿江（大阪大学 医学部 附属病院 看護部）

O12-6

臍部人工肛門造設症例に対する新たな工夫
開
千春（厚生連高岡病院 看護部）

O12-7

クローン病患者における治療的ストーマ造設の有用性
衣笠 哲史（久留米大学医学部外科学講座）
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プログラム

2月24日（土）

第 6 会場：ロイトン札幌 2F ハイネスホール
プログラム

12:30 ～ 13:20

p175

ランチョンセミナー 6（共催：中外製薬株式会社）

司会：竹政伊知朗（札幌医科大学 消化器・総合、
乳腺・内分泌外科 教授）

QOLを見据えた大腸癌化学療法
～ Capecitabine・Bevacizumabをいかに活用していくか？～

QOLを見据えた大腸癌化学療法
～ Capecitabine・Bevacizumabをいかに活用していくか？～
松本

寛（がん・感染症センター都立駒込病院 大腸外科部長）

14:00 ～ 14:42

口演13

p247

座長：味村 俊樹（指扇病院 排便機能センター）
真田 弘美（東京大学大学院医学系研究科）

医療連携
O13-1

急性期と慢性期病院の連携-ストーマケアを担うWOCNの役割と今後の展望 ‐
加藤 奈美（国家公務員共済組合連合会 斗南病院 看護部）

O13-2

ストーマ造設術後手指の巧緻機能障害をもつ独居患者の退院支援
長間 優美（沖縄県立宮古病院 看護部）

O13-3

介護サービス利用者がストーマと共に地域で生活するために～退院後訪問からみえた地域連携～
岡野 純子（呉市医師会病院 大腸肛門病センター）

O13-4

瘻孔管理に難渋した患者への多職種連携による退院支援
長岡真裕美（おおたかの森病院 看護部）

O13-5

傍ストーマヘルニアハイリスクにある難病患者への予防的関わり
根本 良平（東北大学病院 看護部）

O13-6

販売店の皮膚・排泄ケア認定看護師におけるストーマ保有者支援の課題
（株）エム・ピー・アイ オストミー事業部）
廣川 友紀（

14:42 ～ 15:17

口演14

ストーマサイトマーキング

p250

座長：山口 茂樹（埼玉医科大学 国際医療センター）
齋藤 由香（浅間南麓 こもろ医療センター 看護部）

O14-1

マーキンGood！チームによるストーマサイトマーキング視聴覚教材の作製
松本 典子（広島赤十字・原爆病院）

O14-2

ストーマサイトマーキング実施率向上に向けた取り組み
山形 朝子（済生会熊本病院 看護管理室）

O14-3

腹壁瘢痕ヘルニア、脊椎後弯症を合併したSSIハイリスク患者に対し、造設した永久結腸ストーマ
の一例
五十嵐真美（独立行政法人国立病院機構 北海道がんセンター 外科病棟）

O14-4

ストーマサイトマーキング施行例でストーマ条件が不良になった症例の検討
玉城 洋子（麻生総合病院 看護部）

O14-5

体表に広がるフルニエ壊疽にてストマ造設部位決定に難渋した 1 例
成島 一夫（帝京大学ちば総合医療センター 外科）
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第 6 会場：ロイトン札幌 2F ハイネスホール
p253

口演15

緊急ストーマ造設・緩和ストーマ

座長：升森 宏次（藤田保健衛生大学
河合 俊乃（小林記念病院）

総合消化器外科）

O15-1

緊急手術で造設された管理困難ストーマの装具の工夫
木村 智葉（和歌山県立医科大学附属病院 看護部）

O15-2

緊急消化管ストーマ造設をした患者の家族に対するストーマリハビリテーションへの取り組み
田口 真貴（北里大学病院 看護部）

O15-3

secondary open法の成熟過程とケア方法の一症例
河本 浩子（社会医療法人 健生会 土庫病院）

O15-4

当科における緩和ストーマ造設術症例の検討
安留 道也（山梨県立中央病院外科）

O15-5

緩和ストーマ造設患者に対する意思決定支援と多職種連携の役割
久保 伸子（医療法人 北晨会 恵み野病院 看護部）

15:52 ～ 16:34

p256

口演16

座長：梅枝
覚（JCHO 四日市羽津医療センター 外科）
尾﨑麻依子（帝京大学医学部附属病院）

ストーマ閉鎖
O16-1

Diversion colitisに対しストーマ閉鎖前にシンバイオティクス注腸が奏功した一例
松永
希（独立行政法人健康安全機構 香川労災病院 看護部）

O16-2

下部大腸癌術後ストーマ閉鎖後のスキンケアに関する一考察
甲斐 由美（大腸肛門病センター 高野病院 看護部）

O16-3

ストーマ閉鎖術後の閉創部手術部位感染の検討
山田 泰史（東京女子医科大学東医療センター 外科）

O16-4

陰圧閉鎖療法システムを用いた人工肛門閉鎖術後の創管理
賀川 義規（関西労災病院 外科）

O16-5

回腸人工肛門閉鎖術の開放創におけるV.A.C.（R）治療システムの使用経験
佐藤
敏（名古屋大学大学院 医学系研究科 消化器外科学）

O16-6

Diverting stomaの早期閉鎖
遠藤

俊吾（福島県立医科大学会津医療センター 小腸大腸肛門科）
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プログラム

15:17 ～ 15:52

第 7 会場：ロイトン札幌 1F キャッスル
プログラム

2月24日（土）
9:30 ～ 10:33

口演17

p259

座長：前田
清（大阪市立大学 腫瘍外科）
籾山こずえ（もみやまクリニック）

患者教育
O17-1

Kock pouch造設後に皮膚障害を呈した高齢オストメイトへの介入
清水 昌美（深谷赤十字病院）

O17-2

ストーマリハビリテーションパス導入による効果の一考察
～ウロストミー造設患者のセルフケア獲得支援～
松本未来子（福岡大学筑紫病院）

O17-3

試験外泊を組み込んだ尿路ストーマケア計画表の有効性
山田 優子（厚生連高岡病院）

O17-4

入院期間短縮を目指して術前からストーマ装具交換を体験した結果から見えたもの
久保木健夫（独立行政法人総合病院国保旭中央病院 看護局 泌尿器科）

O17-5

麻痺のある患者のストーマ管理について
山下真那実（小倉記念病院）

O17-6

入院期間短縮の中でストーマ早期セルフケア確立に向けた取り組み
西村 智美（県立広島病院 看護部）

O17-7

ストーマセルフケアにおける手技獲得段階の遅延に影響を与える因子の検討
吉田 恵美（名古屋市立大学病院 看護部）

O17-8

患者へのストーマケア指導における現状と病棟での取組み
井上 良子（小倉記念病院 看護部）

O17-9

A病院におけるオストメイトの災害対策
近藤 徳子（JCHO 中京病院）
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第 7 会場：ロイトン札幌 1F キャッスル
p264

口演18

座長：杉山 保幸（岐阜市民病院 外科）
渡辺 光子（日本医科大学 千葉北総病院）

医療・介護者教育
O18-1

失禁関連皮膚炎に対する看護師の意識調査
葉坂 飛鳥（獨協医科大学 越谷病院 看護部）

O18-2 「ちくご高齢者排便障害研究会」の開催の現状と課題
桑野 初子（大腸肛門病センター 高野会 くるめ病院）
O18-3

新人教育における保清ケアチェックシートの有効性
今村美紗子（獨協医科大学 越谷病院 看護部）

O18-4

看護実務経験のある外科病棟配属看護師へのストーマケア教育の展開
星 希世子（社会福祉法人 水戸済生会総合病院）

O18-5

当院外科病棟におけるストーマケア教育の取り組み
大坂 安奈（石巻赤十字病院 外来）

O18-6

神奈川ストーマリハビリテーション講習会 受講後の講義・演習内容の評価
六本木令子（東海大学医学部付属病院 看護部）

O18-7

管理困難ストーマ高齢患者の事例から、病棟勤務であるWOCNの役割について考える
藤井 由佳（愛知県がんセンター愛知病院）

O18-8

SSI高リスク症例に対する局所陰圧閉鎖療法管理におけるスタッフ教育と役割機能
鈴木紗代子（三豊総合病院）

Part3

14:00 ～ 14:56

口演19

p268

排便・排尿機能障害

1

座長：井川
吉田

靖彦（東京大学大学院医学系研究科
コンチネンス医学講座）
和枝（三重大学大学院医学系研究科 看護学専攻）

O19-1

人工尿道括約筋埋め込み術を受けた男性重症尿失禁患者の排泄に伴う行動変化
秋田 珠実（国立大学法人 北海道大学病院 看護部）

O19-2

排尿自立指導料算定前後での排尿管理の比較検討と排尿ケアチーム介入症例の検討
長谷川淳悟（小牧市民病院 看護局）

O19-3

排尿ケアチームの活動からみえた病棟の変化
西野 裕輔（地方独立行政法人神戸市民病院機構神戸市立西神戸医療センター看護部）

O19-4

術後排尿機能温存のための開腹直腸癌手術における全自律神経叢温存手術手技
椿
昌裕（友愛記念病院外科）

O19-5

当施設における排便障害に対する診断と治療
～潜在性Obstructed defecation（便排出困難）に着目して～
豊原 敏光（医療法人福西会 福西会病院 大腸肛門病センター）

O19-6

機能性便排出障害に対するバルーン排出訓練の効果

O19-7

慢性直腸性便秘の原因と効果的なケア－バイオフィードバック外来における実践－
布留川美帆子（京都民医連中央病院 看護部）

O19-8

経肛門洗腸を安全に実施するために必要な看護指導の検討
小倉 美輪（亀田総合病院 看護部）

槌野

正裕（大腸肛門病センター高野病院 リハビリテーション科）
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プログラム

10:33 ～ 11:29

第 7 会場：ロイトン札幌 1F キャッスル
プログラム

14:56 ～ 15:52

口演20

p272

排便・排尿機能障害

座長：高尾

良彦（医療法人財団 順和会 山王病院 大腸肛門外科
・学校法人 国際医療福祉大学）
清水 昌美（深谷赤十字病院）

2

O20-1

高齢終末期がん患者の自己導尿を支援した１例

O20-2

ISR術後の排便障害患者に洗腸指導を行いQOLが改善した１症例
豊福 美穂（大腸肛門病センター 高野会 くるめ病院 看護部）

O20-3

外来における排尿自立支援
加納 美和（医療法人 社団若鮎 北島病院）

O20-4

当院における排尿ケアチーム介入症例の臨床的検討：
排尿自立指導料算定・算定外の抽出症例の比較検討
吉川 羊子（小牧市民病院 泌尿器科）

O20-5

排尿自立ケアを受けた患者の退院後の排尿管理の検討
若松ひろ子（厚生中央病院）

O20-6

下部直腸がん術後排便障害に関する相談、記述の検討
毛利小百合（首都大学東京大学院 人間健康科学研究科 看護科学域 博士後期課程）

O20-7

内肛門括約筋切除術後の排便障害に向けた取り組み
本村香代子（独立行政法人労働者健康安全機構）

O20-8

当院における下部直腸癌側方郭清術後排尿障害の現状と排尿ケアチームの活動
井上
学（国立がん研究センター中央病院 大腸外科）

佐藤

静恵（みやぎ県南中核病院 看護部）

15:52 ～ 16:41

p276

口演21

座長：金光 幸秀（国立がん研究センター中央病院）
榊原由美子（愛知県 病院事業庁）

その他
O21-1

難治性腸管皮膚瘻の圧迫ケアによりQOL安定と化学療法を継続しえた 1 例
平尾 紀子（市立四日市病院）

O21-2

ストーマ外来初回受診時の皮膚障害の要因～A病棟におけるストーマ管理の患者指導向上に向けて

O21-3

認知症を含む精神疾患患者にたいするストーマ造設次の術前術後のケアについて

O21-4

地域におけるオストメイトの災害対策支援の問題点
亀川 博江（大腸肛門病センター 高野会 くるめ病院）

O21-5

がん専門病院におけるストーマリハビリテーションのしくみづくり 外来病棟継続看護システムの活用
石川加奈子（公益財団法人 がん研有明病院 看護部）

O21-6

A大学病院における排尿自立指導料算定の現状と今後の課題

O21-7

娘や第三者の介入を拒み続けた難治性瘻孔がある患者の在宅支援
～長期療養が可能となるまでの関わり～
沼田 貴子（東京都立大塚病院）

長谷川
佐藤

袴田

将（札幌医科大学附属病院 看護部）

明代（市立札幌病院 看護部 看護課）

将嗣（北里大学病院 看護部）
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ポスター A：ロイトン札幌 3F エメラルドルーム A

9:30 ～ 10:19

p283

ポスター 1

座長：益子 博幸（日鋼記念病院 外科）
山邉 素子（いわき明星大学 看護学部）

ストーマ造設
P1-1

腹腔鏡下大腸切除術におけるストーマ造設症例のセルフケア指導の現状と課題（第 2 報）
太田 一輝（弘前大学医学部附属病院看護部）

P1-2

高次脳機能障害のある患者のストーマセルフケア獲得に向けた支援の一例
杉本加奈絵（横浜市立市民病院）

P1-3

演題取り下げ

P1-4

腹腔鏡下直腸癌手術時において臍部を使用した回腸瘻造設法及び臍形成を含めた閉鎖法
石井 雅之（札幌医科大学消化器・総合、乳腺・内分泌外科学）

P1-5

当院における閉塞性大腸癌に対する治療方針の変更と手術成績、人工肛門造設率の変化の検討
森
良太（関西労災病院 外科）

P1-6

結腸人工肛門脱出に対し自動縫合器を用いた修復術を施行した結腸直腸癌の 2 症例
東郷
望（医療法人社団東郷会 恵愛堂病院）

P1-7

人工肛門造設術時の生検で診断し得た消化管アミロイドーシスの一例
谷浦 隆仁（島根大学医学部 消化器総合外科）

10:19 ～ 11:08

ポスター 2

ストーマ閉鎖
P2-1
P2-2

p287

座長：前川 隆文（福岡大学 筑紫病院 外科）
秋田 珠実（北海道大学病院）

1

人工肛門閉鎖術においての環状皮膚縫合法の有用性の検討
金
浩敏（りんくう総合医療センター 外科）
当科におけるストマ閉鎖時の工夫とその成績

栃木

透（千葉大学 医学部 先端応用外科）

P2-3

当院における人工肛門閉鎖創に対する局所陰圧閉鎖療法の使用経験
宮島 綾子（横浜新緑総合病院 消化器センター 外科）

P2-4

皮膚割線に沿った単純皮膚縫合と局所陰圧閉鎖療法（VAC療法）を併用した人工肛門閉鎖術の 2
症例の経験
幕谷

悠介（大阪労災病院 外科）

P2-5

環状皮膚閉鎖法・局所陰圧閉鎖療法併用による人工肛門閉鎖創管理についての検討
高梨 俊洋（松江赤十字病院 第一外科）

P2-6

人工肛門閉鎖創部に対するPICOを用いた局所陰圧閉鎖療法の検討

P2-7

富沢

賢治（虎の門病院 消化器外科）

壊疽性膿皮症合併の潰瘍性大腸炎に対して陰圧閉鎖療法が寄与し得た 1 例
山田 玲央（福島県立医科大学消化管外科学講座）
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プログラム

2月24日（土）

ポスター A：ロイトン札幌 3F エメラルドルーム A
プログラム

14:00 ～ 14:42

ポスター 3

ストーマ閉鎖

p291

2

座長：須藤
剛（山形県立中央病院）
坂本理和子（医療法人恵佑会 札幌病院）

P3-1

当院におけるハルトマン術後の人工肛門閉鎖症例の検討
河本 洋伸（岡山済生会総合病院 外科）

P3-2

腹腔鏡下ハルトマンリバーサル手術の実際
近藤 圭策（鳳胃腸病院 外科・胃腸科）

P3-3

ハルトマン手術後のストーマ孔を利用した単孔式ストーマ閉鎖術
遠矢 圭介（関西労災病院 外科）

P3-4

低位直腸吻合におけるカバーリングストーマの閉鎖困難症例の検討
大内
晶（愛知県がんセンター中央病院 消化器外科部）

P3-5

人工肛門閉鎖術前の肛門側腸管へのGFO投与の有用性と検討
寺岡義布史（ヒロシマ平松病院 消化器外科）

P3-6

一時的ストーマ閉鎖術を受けた患者の排便状況の経時的変化と影響
中野 香織（札幌医科大学附属病院）
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ポスター B：ロイトン札幌 3F エメラルドルーム B

9:30 ～ 10:19

ポスター 4

ストーマ合併症

p294

1

座長：大塚 幸喜（岩手医科大学 外科）
江川安紀子（東京慈恵会医科大学附属第三病院）

P4-1

回腸導管狭窄による腹壁変化と血流障害・水腎症を繰り返し管理困難から訪問看護と連携した一症例
脇本奈緒子（北見赤十字病院）

P4-2

S状結腸憩室穿孔に対しハルトマン手術後、人工肛門憩室穿孔に対し大腸亜全摘術を施行した 1 例
斎藤 明菜（兵庫県立西宮病院 消化器外科）

P4-3

カバーリングストーマの合併症についての検討
宮宗 秀明（独立行政法人 国立病院機構 福山医療センター 外科）

P4-4

回腸ストーマ造設後のストーマ周囲皮膚炎・皮膚障害の検討
加藤俊一郎（静岡県立静岡がんセンター 大腸外科）

P4-5

diverting stoma としての回腸瘻造設時におけるoutlet obstruction発症の危険因子に関する検討
中山 健太（札幌医科大学消化器・総合、乳腺・内分泌外科）

P4-6

結腸ストーマ造設例における晩期ストーマ合併症発症リスク因子の検討
羽根田 祥（東北労災病院 大腸肛門外科）

P4-7

当院での傍ストーマヘルニアに対する検討
的野 敬子（大腸肛門病センター 高野会 くるめ病院）

10:19 ～ 11:08

ポスター 5

ストーマ合併症

p298

2

座長：河島 秀昭（勤医協中央病院 外科）
松浦 信子（公益財団法人 がん研有明病院）

P5-1

消化管ストーマ造設術に関するストーマ合併症の検討
田中 正文（大腸肛門病センター高野病院）

P5-2

炎症性腸疾患患者におけるストーマ合併症の危険因子の検討
辻尾
元（大阪市立大学大学院 腫瘍外科学）

P5-3

腹会陰式直腸切断術後の会陰ヘルニア発症患者の実態

石井

光子（国立国際医療研究センター 看護部）

P5-4

Poor risk患者に生じた横行結腸双孔式ストーマ脱出に対し肛門鏡を用いたボタン固定術が有用で
あった 2 例
須田竜一郎（国保直営総合病院君津中央病院 外科）

P5-5

化学療法中にストーマ粘膜に瘻孔を形成した一例
佐々木舞子（昭和大学藤が丘病院）

P5-6

腹腔鏡下膀胱全摘術後の回腸導管における傍ストマヘルニア 3 例の臨床的検討
金丸 聰淳（神戸市立西神戸医療センター 泌尿器科）

P5-7

人工肛門部の憩室穿孔による人工肛門周囲炎の治療に難渋した 1 例
雪本 龍平（兵庫県立西宮病院）
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プログラム

2月24日（土）

ポスター B：ロイトン札幌 3F エメラルドルーム B
プログラム

14:00 ～ 14:42

ポスター 6

ストーマ合併症

p302

3

座長：遠藤 俊吾（福島県立医科大学会津医療センター）
小田切宏恵（盛岡赤十字病院）

P6-1

終末期で腹膜播種を伴うストーマ粘膜皮膚離解の拡大に対し局所陰圧閉鎖療法で軽快した症例
石川扶貴子（公立学校共済組合 関東中央病院 看護部）

P6-2

ストーマ傍ヘルニアを合併し放射線・化学療法中に皮膚障害を発症した一例
春名 可織（豊橋市民病院）

P6-3

直腸癌術後Outlet obstructionが疑われた回腸人工肛門の一例
八木 貴博（帝京大学医学部付属病院 下部消化管外科）

P6-4

ストーマ粘膜皮膚接合部に出現した全周性肉芽形成のため、管理に難渋した一例
横澤真姫子（みやぎ県南中核病院 看護部）

P6-5

皮膚障害の管理に難渋した空腸単孔式ストーマの 1 例
守
正浩（国立病院機構 千葉医療センター 外科）

P6-6

直腸癌術後 14 年目にストーマ周囲に再発をきたした一例
江村 真弓（綜合病院山口赤十字病院 看護部）
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ポスター C：ロイトン札幌 3F エメラルドルーム C

9:30 ～ 10:47

p305

ポスター 7

座長：泉
遠藤

管理困難

P7-1

浩（近江草津徳洲会病院）
弘子（北海道総合在宅ケア事業団
深川地域訪問看護ステーション）

著明な変化をきたす難治性小腸瘻を形成した一症例

市ノ渡美香（一部事務組合下北医療センター むつ総合病院 看護局）

P7-2

小腸悪性リンパ腫に合併した腸管脱出があり管理に難渋した瘻孔ケア
風巻 裕子（草加市立病院 看護部）

P7-3

食道瘻に伸縮性皮膚保護テープを活用して気管切開後も簡便に管理できた一症例
明石奈緒子（荻窪病院）

P7-4

ストーマ管理に難渋した事例
榎
智子（独立行政法人 国立病院機構 呉医療センター・中国がんセンター）

P7-5

非翻転結腸ストーマを造設された巨大ストーマの 1 例
村上 陽子（新潟市民病院 看護部）

P7-6

ストーマ粘膜皮膚離開に対するストーマケアに難渋した 1 例
宍戸 玲美（柏厚生総合病院 看護部）

P7-7

べバシズマブ治療を受けた患者にストーマ粘膜皮膚離解が生じケアに難渋した症例
相磯美弥子（東京慈恵会医科大学 葛飾医療センター 看護部）

P7-8

高齢オストメイトの装具管理の支援を行った 1 例
加藤 友理（前橋赤十字病院 看護部）

P7-9

熱傷を契機にストマ様の結腸皮膚瘻を形成し、自宅での管理困難になった高齢者の 1 例
北村 謙太（柏厚生総合病院 外科）

P7-10

ストーマ近接部に皮膚転移が発生した 1 症例
高橋 夏絵（北海道勤労者医療協会 勤医協中央病院 看護部）

P7-11

装具選択に難渋したストーマ造設症例の一例

友野

裕香（尾道総合病院 看護科）
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プログラム

2月24日（土）

ポスター C：ロイトン札幌 3F エメラルドルーム C
プログラム

14:00 ～ 15:03

ポスター 8

小児ストーマの移行期支援・心理的サポート・
創傷管理

p311

座長：宮本 和俊（旭川医科大学 小児外科）
秋山結美子（慶應義塾大学病院）

P8-1

二分脊椎症児（者）に対する成人医療への移行支援における課題
佐々木貴代（筑波大学大学院 人間総合科学研究科 生涯発達専攻）

P8-2

装具交換自立までに 2 カ月を要した大腸ストーマ造設患者の思い
木村みさと（地方独立行政法人長野県立病院機構長野県立信州医療センター）

P8-3

精神疾患を抱えた患者へのストーマ管理支援
光門 智美（社会医療法人 有隣会 東大阪病院）

P8-4

海外での緊急手術によりストーマ造設となった患者に対するプライマリーナースの関わり
高橋みのり（独立行政法人国立病院機構 埼玉病院）

P8-5

足背壊死性筋膜炎と陰嚢創部治癒遅延に対しPICOを用いて治癒した 2 症例
菊池
尭（和泉市立病院 泌尿器科）

P8-6

ウロスト・コロスト造設後の正中創からの小腸液流出に対する創傷管理
澤登 真紀（医療法人社団 東光会 戸田中央総合病院）

P8-7

人工肛門閉鎖術後の創部に対する局所陰圧閉鎖療法の検討
片桐 光浩（久留米大学 外科学講座）

P8-8

仙骨神経刺激療法における術後の創部保護の工夫
屋良 伸吾（大浜第一病院 看護部）

P8-9

創部し開創に生じた空腸瘻の管理について
島袋 直美（独立行政法人 那覇市立病院）
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ポスター D：ロイトン札幌 3F エメラルドルーム D

9:30 ～ 10:47

p316

ポスター 9

排便・排尿機能障害・日常生活とQOL

座長：柏木
明（手稲渓仁会病院）
大川裕美子

P9-1

急性期病院における脳卒中後の排尿障害に対する排尿ケアチームの介入効果
宮崎 真弓（旭川赤十字病院 看護部）

P9-2

経肛門超音波を使用しての経膣分娩後の排便機能評価
高橋 知子（亀田総合病院 消化器外科）

P9-3

低位前方切除症候群に対するラモセトロン塩酸塩の有用性
壁島 康郎（伊勢原協同病院 外科）

P9-4

潰瘍性大腸炎に対する大腸全摘および回腸嚢肛門吻合術後の排便障害
佐藤
雄（東邦大学医療センター佐倉病院 外科）

P9-5

下部直腸癌に対するISR術後の肛門機能とQOLについて
下村
晋（久留米大学 医学部 外科）

P9-6

排便障害の当院のとり組み ～市民公開講座を通して～
藤森 正彦（呉市医師会病院 大腸肛門病センター）

P9-7

直腸がん肛門温存手術後の排便障害に対する対処法の男女別特徴
藤田あけみ（弘前大学大学院 保健学研究科）

P9-8

ストーマ保有後の女性におけるライフサイクル適応に関する研究
吉田 和枝（三重大学大学院医学系研究科 看護学専攻）

P9-9

ストーマ造設した男性患者の退院後２～ 6 ヶ月の生活体験
齋藤知恵実（JCHO 東京新宿メディカルセンター）

P9-10

ストーマ外来通院してない方を対象に身体的変化にともなう精神的な変化や心理状態及びQOLを
考察する
守屋

P9-11

薫（戸田中央総合病院）

オストメイトに特化したアプリ開発と活用促進に関する研究
神戸
翼（医療法人社団永生会 永生総合研究所）
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プログラム

2月24日（土）

ポスター D：ロイトン札幌 3F エメラルドルーム D
プログラム

14:00 ～ 14:56

p322

ポスター 10

医療連携・がん治療・匂い

P10-1

座長：西舘
松原

敏彦（札幌医科大学 消化器・総合、
乳腺・内分泌外科）
康美（北里大学看護学部）

超高齢イレオストミー保有患者の長期療養におけるQOL維持について多職種で連携した一例

土田

桂子（独立行政法人 国立病院機構 宇都宮病院）

P10-2

自宅退院に不安がある患者・家族に対する退院支援
田中
敬（地方独立行政法人大牟田市立病院）

P10-3

皮膚表出がんの臭気に対する援助の一例
鈴木 和香（埼玉医科大学国際医療センター 看護部）

P10-4

入院から外来へ継続したストーマ管理：在院期間短縮化をめざして
奥村紀美恵（北海道旅客鉄道株式会社 JR 札幌病院 看護部）

P10-5

演題取り下げ

P10-6

演題取り下げ

P10-7

治療に難渋した担癌患者におけるストーマ合併症の治療経験
太田
竜（川崎幸病院 消化器病センター外科）

P10-8

人工肛門造設術後の術前加療中の安全性の検討
佐々木茂真（がん研有明病院）
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ポスター E：ロイトン札幌 2F クリスタルルーム A

9:30 ～ 10:40

ポスター 11

その他

p326

座長：久須美貴哉（恵佑会札幌病院）
山形 朝子（済生会熊本病院）

P11-1

ストーマ近接部に発生した難治性皮膚潰瘍からB細胞リンパ腫が検出された一例
樺山友美子（関西医科大学香里病院）

P11-2

術後に進行した上肢拘縮による圧迫がもれの原因であった１事例
小山沙奈恵（千葉県勤労者医療協会 船橋二和病院）

P11-3

温熱療法によりストーマ周囲に発症した熱傷をおこした症例
穴井 恵美（社会医療法人 共愛会 戸畑共立病院）

P11-4

大腸がん疾患患者への啓発活動の情報発信について検討～オストメイトを支援する立場から～
福田 聖子（独立行政法人 国立病院機構 呉医療センター 中国がんセンター）

P11-5

A病院ストーマ外来における災害時の備えと今後の課題
中島香寿代（国保直営総合病院君津中央病院）

P11-6

演題取り下げ

P11-7

ストーマ造設を受けた患者への退院後訪問を開始して
吉川 聡子（独立行政法人国立病院機構 福山医療センター 看護部）

P11-8

外来看護師におけるストーマ造設患者への入退院支援の現状
原
祥子（石川県立中央病院 看護部）

P11-9

ストーマ保有者の継続的な支援～退院後訪問指導を実施して～
関口 聡子（富山市立富山市民病院）

P11-10 消化管ストーマ保有者の術後ストーマケア確立状況に影響する因子の検討
水島 史乃（藤枝市立総合病院 看護部）
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プログラム

2月24日（土）

ポスター E：ロイトン札幌 2F クリスタルルーム A
プログラム

14:00 ～ 14:56

ポスター 12

ストーマサイトマーキング・
緊急ストーマ造設・緩和ストーマ
P12-1

p331

座長：佐々木賢一（市立室蘭総合病院）
工藤 礼子（国立がん研究センター 中央病院）

当院における術前ストーマサイトマーキング実施率の調査

山本絵美子（堺市立総合医療センター 看護局）

P12-2

壊疽性筋膜炎に伴う緊急ストーマ造設患者の援助の一例
宮田 照美（JA 北海道厚生連 札幌厚生病院）

P12-3

大腸癌イレウスに対する緊急ストーマ造設例の検討
清家 和裕（小田原市立病院外科）

P12-4

演題取り下げ

P12-5

胃癌腹膜播種に伴う腸閉塞に対する人工肛門造設術の有用性
丸川 大輝（大阪労災病院 外科）

P12-6

癌患者における緩和ストーマの検討
山口 哲司（東名厚木病院外科）

P12-7

緩和ケアチームが介入したストーマ造設症例の検討
杉山 保幸（岐阜市民病院 外科）

P12-8

転移性消化管腫瘍と診断し緩和ストーマを造設した 2 例
垣生 恭佑（愛媛大学 医学部 消化器腫瘍外科）
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ポスター F：ロイトン札幌 2F クリスタルルーム B

9:30 ～ 10:26

ポスター 13

ストーマ装具と皮膚保護剤・スキンケア・
失禁治療・失禁ケア

p335

座長：濱田 朋倫（北海道がんセンター）
佐々木貴代（日本赤十字社医療センター看護部）

P13-1

ストーマ近接部に生じた糜爛に対して、亜鉛華でんぷんを使用し改善した 1 症例
新倉 王芳（小樽市立病院）

P13-2

ストーマ面板貼付部分の皮膚組成
三浦
梓（留萌市立病院）

P13-3

沖縄県での仙骨神経刺激療法に至った便失禁患者へのコンチネンスナースとしての関わり
平良さやか（大浜第一病院 看護部）

P13-4

高齢者の便失禁に対する仙骨神経刺激療法
高橋 里奈（東京山手メディカルセンター 大腸肛門科）

P13-5

便失禁患者に対する骨盤底筋体操指導及びバイオフィードバック療法前後の排便状態・QOLの変化
鎌田さおり（仙台赤十字病院 看護部）

P13-6

腹圧性尿失禁改善のための経腹エコーを用いたバイオフィードバック療法の有用性の検討
田村 留美（独立行政法人労働者健康安全機構 鹿島労災病院）

P13-7

前立腺全摘除術後の尿失禁に対するIASM理論を用いたセルフケア継続に向けた援助
松野香央里（JA 秋田厚生連 雄勝中央病院 看護部）

P13-8

当院における排尿ケアチームの活動
山本 淳子（藤田保健衛生大学病院 看護部）
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プログラム

2月24日（土）

ポスター F：ロイトン札幌 2F クリスタルルーム B
プログラム

10:26 ～ 11:22

ポスター 14

p339

ストーマ外来・在宅医療・（超）高齢者・認知症

P14-1

座長：沖田
近藤

憲司（札幌医科大学 消化器・総合、
乳腺・内分泌外科学講座）
恵子（長野県看護大学）

ラムシルマブ投与後に潰瘍形成した症例を通してストーマケア外来での支援を振り返る

林

純代（大阪市立大学医学部附属病院 看護部）

P14-2

30 年間ストーマ外来を受診していなかった患者との関わりを通して
有竹 香代（社会医療法人蒼生会 蒼生病院）

P14-3

管理困難な結腸皮膚ろうを有する高齢者のストーマケア指導報告
～有効であった皮膚被膜剤の効果～
長田 洋子（千葉徳洲会病院）

P14-4

ストーマ袋交換者の実態と今後の対応
大山
瞳（日立製作所ひたちなか総合病院）

P14-5

認知症ケアを取り入れた関わりによりストーマ受容が出来た一事例
朝賀 未来（昭和大学江東豊洲病院 看護部）

P14-6

退院後訪問実施によりストーマ管理が可能となり外来化学療法に繋がった一例
渡邊 紀子（市立川西病院 看護部）

P14-7

人工肛門造設術の術前オリエンテーションに対する患者ニーズの実態調査
岩瀬
薫（山形県立中央病院 外来）

P14-8

当院の高齢者におけるストーマ造設手術の現状
日月亜紀子（大阪市立総合医療センター 消化器外科）
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ポスター G：ロイトン札幌 2F クリスタルルーム C

9:30 ～ 10:19

p343

ポスター 15

医療・介護者教育

座長：野澤慶次郎（帝京大学医学部附属病院 外科）
宮本乃ぞみ（東京逓信病院）

P15-1

ストーマ造設患者の退院後訪問指導から考える当院のストーマケア指導法
齋藤 祐子（社会医療法人社団 三思会 東名厚木病院）

P15-2

視聴覚教材を用いたストーマケア指導の統一への取り組み
久保 恵子（済生会横浜市東部病院）

P15-3

A病院外科混合病棟看護師のストーマケアに対する不安
畑
春香（長野赤十字病院 看護部）

P15-4

ストーマ装具選択におけるスタッフ教育への課題
高村
忍（公立陶生病院 看護部）

P15-5

地域のストーマケアの充実に向けて
藤原 智美（深川市立病院 地域連携室）

P15-6

適切なオムツの使用に対する取り組み～オムツの勉強会を通して～
井上明紀代（埼玉石心会病院）

P15-7

消化器病棟看護師での抗がん剤曝露対策に関する認識調査
仮屋崎通子（平成紫川会 小倉委記念病院）

10:19 ～ 10:54

p347

ポスター 16

座長：髙橋 典彦（北海道大学病院 手術部）
藤﨑 栄子（JCHO 大和郡山病院）

患者教育
P16-1

視力障害のある一人暮らしの高齢患者が、人工肛門造設後に自宅退院可能となったストーマケア指導
石井恵里子（小樽掖済会病院 看護室）

P16-2

セルフケア指導における具体的な目標設定と情報共有の重要性
岡崎 幸恵（社会医療法人 岡村一心堂病院）

P16-3

化学療法中にストーマ周囲皮膚炎を有した緩和的ストーマ造設患者への退院支援

臼田

里絵（東札幌病院 看護部）

P16-4

ストーマ造設から 7 年後で粘膜基部に穿孔を来し、瘻孔を形成した一例
西林 直子（奈良県立医科大学附属病院 看護部）

P16-5

介護サービス施設・事業所におけるストーマケアの実態
茂野
敬（富山大学 大学院医学薬学研究部 成人看護学 2）
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プログラム

2月24日（土）

ハンズオンセミナー会場：ロイトン札幌 20F パールホール AB
プログラム

2月24日（土）


p113

ハンズオンセミナー（共催：ニチバン株式会社）

座長：田中

秀子（淑徳大学

お悩み解決！テープによる皮膚トラブルを減らすための選び方と使い方
講師：加瀬
谷

看護栄養学部

昌子（地方独立行政法人 総合病院 国保旭日中央病院／皮膚・排泄ケア認定看護師）
明美（独立行政法人国立病院機構 千葉医療センター／皮膚・排泄ケア認定看護師）

第 1 回目：14：00 ～ 15：00（受付 13：45 ～）
第 2 回目：15：30 ～ 16：30（受付 15：15 ～）
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看護学科

教授）

