【後援】群馬県、群馬県医師会、桐生市医師会、群馬県歯科医師会、群馬県看護協会、
群馬県薬剤師会、群馬県栄養士会、日本褥瘡学会関東甲信越地方会群馬支部、
ぐんま足人の会、上毛新聞社

資源の乏しい在宅医療現場でも確実な成果が出る知識と
出来るだけ負担が少ないケア技術の普及

当協会では︑資源の乏しい在宅医療現場でも確実な成果が出る知識と出来るだけ負担が少ないケア技術の普及により︑国民の福祉に貢献することを目的と

しています︒その実現の為に︑是非とも知って頂きたい知識と技術を伝える場としてこの床ずれセミナーがあります︒在宅医療現場でご活躍の医療者に方

だけでなく︑利用者様や家族方でも理解しやすい分かり易い表現で︑直ぐに活用できる技術をお伝えして行きます︒更に様々な成功事例を学びながら︑参

3 月 27 日 ( 土 )

介護福祉士、ヘルパー、福祉用具専門相談員、

対象者

会員

非会員

学生

1,000 円
3,000 円
1,000 円
参加費

200 名
定員

ZOOM ミーティング形式
会場

医師、歯科医師、看護師、理学療法士、作業

療法士、管理栄養士、薬剤師、介護支援専門員、

一般、学生、他

堀田

是非︑お誘い合わせご参加頂けますようお願いします︒

2020年度全国会長

由浩

ホームページより行っておりますので︑是非ご利用ください︒

改定版﹂︑技術の集大成である﹁床ずれケアＤＶＤ﹂の販売を

最後に︑当協会の知識の集大成である﹁床ずれケアナビ全面

貴重な機会となります︒

また︑﹁企業情報提供﹂では︑具体的な活用方法等を学べる

を共有する仲間づくりも進めて頂ければ幸いです︒

顔の見える連携が大切です︒今回のセミナーを通じて同じ問題

在宅医療では︑様々な職種がＯＮＥＴＥＡＭとして活躍できる

在宅医療では︑様々な職種が
ＯＮＥＴＥＡＭとして活躍できる
顔の見える連携が大切
※本セミナーは日本褥瘡学会認定師更新の認定講習会（5 点）
です。
日本医師会生涯教育（2.5 単位：CC 13, 15, 22, 58, 80）

塚田

邦夫
全国会長

堀田

由浩
地区会長

岡田

克之

テーマ
加者の気づきを大切にした現場で直ぐに応用できるプログラムを用意しました︒

日 時 2021 年

理事長

日本褥瘡学会・在宅ケア推進協会

開催概要

■ 日 時： 2021 年 3 月 27 日（土） 9 時 55 分 〜 16 時（入室開始 9 時）
■ 方 法： Zoom によるオンライン
■ 参加対象：在宅協の会員・非会員に関わらずご参加いただけます。
在宅医療や介護、福祉で「床ずれ」に関わることのある多職種、多業種の皆さまを歓迎いたします。
■ 参加費： 在宅協 会員 1,000 円 非会員 3,000 円 学生 1,000 円
優待参加費 1,000 円（2021 年度新規入会者）
※2020 年度非会員でも 2021 年度に入会されれば、優待参加費とさせていただきます。
ただし、参加登録から 1 週間以内に正会員年会費 4,000 円をお払いください。
この機会に、ぜひご入会いただければ幸いです。

■ 申込手順：https://peraichi.com/landing̲pages/view/tokozurecare0327（下記 QR コード）
① 専用フォームに入力して送信（受付メールを返信します）

申込締切 2021 年 3 月 17 日（水）

② 事務局で会員登録等を確認した後、参加費のお支払い方法をメールでお知らせします。
支払期限 2021 年 3 月 24 日（水）
③ 2020 年度非会員で優待参加（1,000 円）を希望される方は、速やかに 2021 年度新入会をお願いいたします。
入会および年会費支払期限 2021 年 3 月 24 日（水）
④ 入金確認後、Zoom 招待メールをお送りしますので、URL、ミーティング ID、パスコードをご確認ください。
申込時、PC からの受信可能なメールアドレスを正確にお願いいたします。

● 本セミナーは、日本褥瘡学会認定師更新の認定講習会（5 点）です。参加証明書を希望される方は、当日アンケ
ートが必須となります。Zoom セミナー当日にチャットでお知らせください。
● 日本医師会生涯教育（2.5 単位：CC 13, 15, 22, 58, 80）を希望される方は、Zoom セミナー当日にチャットで
お知らせください。入室のログイン記録を日本医師会へ提出いたします。

● 協賛 アルケア、オムニ商会、科研製薬、ケープ、信公、スミス・アンド・ネフュー、ハイビックス、白十字、
ヘルシーフード、メンリッケヘルスケア、持田ヘルスケア（五十音順） 特別協賛 桐生厚生総合病院
● 後援 群馬県、群馬県医師会、桐生市医師会、群馬県看護協会、群馬県薬剤師会、群馬県栄養士会、日本褥瘡
学会関東甲信越地方会群馬支部、ぐんま足人の会、上毛新聞社

■ 日本褥瘡学会・在宅ケア推進協会 HP http://www.tokozurecare.com

2020 年度 関東甲信越地区床ずれセミナー
床ずれセミナー

事務局 桐生厚生総合病院 岡田克之

申込フォーム

TEL：0277-44-7171（代） FAX：0277-44-7170

QR コード

Email：okadakatsuyuki@mac.com

日本褥瘡学会・在宅ケア推進協会

日本褥瘡学会・在宅ケア推進協会（在宅協）
2020 年度 関東甲信越地区・オンライン床ずれセミナー

大会テーマ：ひとり一人が輝くチーム医療の実践
〜みんなが喜ぶ成果を出す。床ずれ対策の知識と技術〜
在宅協理事長

塚田邦夫（高岡駅南クリニック）

2020-21 年度全国会長 堀田由浩（希望クリニック）
関東甲信越地区会長

岡田克之（桐生厚生総合病院）

2021 年 3 月 27 日（土）
09:00

Zoom 入室 開始

09:55

開会の辞

10:00

全国会長講演 「オンライン時代の成果の出る知識と技術の学び方」

岡田 克之 ■ 桐生厚生総合病院副院長

堀田 由浩 ■ 希望クリニック院長
10:30

レクチャー1 「みんなで考えよう！これ本当に褥瘡ですか？」
倉繁 祐太 ■ 倉繁皮ふ科医院副院長

11:00

休憩

11:10

企業プレゼン

11:30

レクチャー2 「創傷被覆材 up date 〜最新情報から使い方の工夫まで〜」
前川 武雄 ■ 自治医科大学皮膚科准教授

11:50

レクチャー3 「在宅での摂食嚥下」
戸原 玄

■ 東京医科歯科大学老化制御学講座摂食嚥下リハビリテーション学教授

12:10

休憩

12:30

アルケア社 共催セミナー 「アセスメントから始める地域連携 〜床ずれ危険度チェック表の開発〜」
光田 益士 ■ アルケア(株) 司会：岡田克之

12:50

企業プレゼン

13:00

休憩

13:20

企業プレゼン

13:40

理事長講演

「在宅で栄養改善をいかに行うか」
塚田 邦夫 ■ 高岡駅南クリニック院長

14:10

レクチャー4 「在宅であしをみる」
袋 秀平

14:40

企業プレゼン

15:00

休憩

15:10

特別講演

■ ふくろ皮膚科クリニック院長

「身体拘束ゼロを可能にする大誠会スタイル 〜身体拘束をしない看護ケアから〜」
小池 京子 ■ 大誠会 内田病院

15:30

レクチャー5 「要介護高齢者の車いす座位時の評価チェックの方法」
田中 秀子 ■ 淑徳大学看護栄養学部看護学科教授・2021 年度地区会長

16:00

閉会の辞

岡田 克之 ■ 2022 年度全国会長

