プログラム
9 月 22 日 ( 日 )
11:40 ～ 11:45
11:45 ～ 12:30

12:30 ～ 12:40
12:40 ～ 13:00
13:00 ～ 15:00

15:00 ～ 16:00
16:00 ～ 16:10
16:10 ～ 18:10

18:30 ～ 20:00

開会挨拶
当番世話人：大石 雅子（滋慶医療科学大学院大学）			
特別講演（岡田正メモリアルレクチャー）「外科栄養から NST・Medical Nutritionist へ」
座長：栗山とよ子（福井県立病院 NST・内科）
演者：白尾 一定（JCHO 宮崎江南病院外科）
共催：ニプロ株式会社
（休憩 10 分）
ミニレクチャー「誤接続防止のためのコネクタ国際規格の導入」
演者：井上 善文（大阪大学 国際医工情報センター 栄養ディバイス未来医工学共同研究部門）
パネルディスカッション
「在宅での静脈・経腸栄養管理の向上を考える」
座 長：大石 雅子（滋慶医療科学大学院大学）			
林
宏行（日本大学薬学部）			
PD-１
米国の在宅栄養管理は「TPN per Pharmacy」で始まる
辻本 貴江（神戸学院大学薬学部）			
PD-２
他院管理 HPN の退院調整について
角田すみ代（天理よろづ相談所病院 看護部）				
PD-3
HPN 療法への保険薬局の関わり方〜薬局薬剤師の視点から〜
森
淳子（セコム医療システム株式会社）			
PD-4
小児の HPN：CV ポートの導入・維持における問題点
北河 徳彦（神奈川県立こども医療センター外科）				
PD-5
HPN 導入に伴う苦労あれこれ
吉川 正人（東宝塚さとう病院外科）				
企業プレゼンテーション
司会：渡邊 梓（大阪大学医学部附属病院薬剤部）			
総会
第 10 回記念激論企画「日本の栄養管理の進むべき方向は？」
座
長：井上 善文（大阪大学 国際医工情報センター 栄養ディバイス未来医工学共同研究部門）
ディスカッサント：有岡 靖隆（西神戸医療センター栄養管理室）				
飯塚
堯（高崎総合医療センター 総合診療部）				
福原 真美（天理よろづ相談所病院看護部）			
森川
渚（福井県立病院 NST 栄養管理室）				
森本 啓太（大阪大学医学部附属病院薬剤部）			
ポスターセッション、情報交換会
会場：アリストンホテル神戸 16 階 バルセロナ			
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ポスター演題一覧（9 月 22 日
P-01

病院内調製した鉄非含有微量元素注射製剤の品質に関する検討
池西

P-02

P-10

渚
絢加
恭子
実和
将允
瞳
祐介
章
一定

医療法人青仁会

池田病院 NST
当院における栄養教育と今後の課題～

大阪市民病院機構

大阪市立総合医療センター

医療法人

緑水会

宜野湾記念病院

栄養科

大阪大学 国際医工情報センター 栄養ディバイス未来医工学共同研究部門
ＮＨＯ

高崎総合医療センター

ＮＳＴ

特別養護老人ホーム青都荘
JCHO 宮崎江南病院		

博行

大阪大学国際医工情報センター

栄養ディバイス未来医工学共同研究部門

栄養療法が奏功せず十二指腸空腸バイパス術を要した上腸間膜動脈症候群の 1 例		
浩章

関西医科大学総合医療センター

NST

新規胃瘻造設時における NST 介入の取り組み
寛樹

大阪市立総合医療センター NST

ポラプレジンク内服中の患者は定期的な血清銅値の測定は必要か
宜野湾記念病院

栄養科		

横行結腸を誤穿刺した内視鏡的残胃瘻造設術の一例
泰生

市立敦賀病院外科

慢性心不全をもつ高齢者のスタチン服用による低栄養リスク
清水奈穂美

P-21

医療法人青仁会池田病院 NST

脂肪乳剤を側注する場合の輸液ライン内での輸液製剤との混合性

林
P-20

栄養管理室

腹腔鏡下手術施行したＳＭＡ症候群の栄養管理

玉城絵理奈
P-19

福井県立病院 NST

高齢者介護施設におけるシンバイオティクス食品摂取の効果検討

橋下
P-18

公益財団法人天理よろづ相談所病院臨床検査部

NST による IBD 患者への実践活動報告		

北出
P-17

充子

社会医療診療行為別統計からみた栄養管理に関する診療行為の変化

井上
P-16

外科

テゾンによる微量元素補充について		

白尾
P-15

栄養管理部

兵庫県立加古川医療センター

地方独立行政法人

亀井
P-14

章一

徳野

小川
P-13

兵庫県立加古川医療センター

～ NST 専門療法士活動報告

藤本
P-12

修史

NST 塾活動報告

宮城
P-11

栄養管理部

早期胃瘻造設が経口摂取に及ぼす影響について		
重吉

P-09

大阪労災病院

当院でのリハビリテーション栄養の実際～栄養補助食品を用いた取り組み～
園田

P-08

労働者健康安全機構

胃がん手術パス変更前後の栄養管理状況と栄養状態の比較
森川

P-07

独立行政法人

蛋白漏出性胃腸症の CONUT 法による栄養評価の問題点
松村

P-06

滉平

胃癌手術短期成績における術前握力測定の意義		
衣笠

P-05

公益財団法人天理よろづ相談所病院白川分院薬局

胃切除術後障害に関する質問票（PGSAS）に基づいた胃切除後障害や栄養状態の評価について
遠藤

P-04

政幸

頸髄損傷後患者の経腸栄養に伴う急激な血圧低下に対して持続投与法が有用であった 1 例
藤野

P-03

18：30 ～）

－薬剤性フレイルの 1 例を通して－

滋賀医科大学医学部看護学科公衆衛生看護学講座

経腸栄養管理時の［水］についてのアンケート調査結果
井上

善文

大阪大学国際医工情報センター

栄養ディバイス未来医工学共同研究部門
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プログラム
9 月 23 日 ( 月・祝 )
8:30 ～ 10:20

10:20 ～ 10:30
10:30 ～ 12:00

12:00 ～ 12:10
12:10 ～ 13:00

13:00 ～ 13:10

臨床研究セッション
座
長：天野 晃滋（大阪市立総合医療センター緩和医療科）			
田附 裕子（大阪大学小児外科）			
ディスカッサント：大里 恭章（八尾徳洲会総合病院薬局）				
樋口 則英（長崎みなとメディカルセンター薬剤部）			
臨床 -1 真のカリウム値を得るために周知すべきこと―偽性高カリウム血症を呈した例から
余村
求（天理よろづ相談所病院 臨床検査部）				
臨床 -2 サツマイモ摂取による術後逆流防止効果の検討
		
木暮 道彦（公立藤田総合病院 外科）				
臨床 -3 酢酸亜鉛水和物内服中の銅欠乏を予防するための情報伝達法
湧上
聖（宜野湾記念病院）
臨床 -4 透析患者におけるノベルジン R 投与の危険性
高田真奈美（天理よろづ相談所病院臨床検査部）
（休憩 10 分）
症例ディスカッション「症例に学ぶ、NST にまかせとき！」
座
長：西口 幸雄（十三市民病院外科）			
北出 浩章（関西医科大学総合医療センター肝胆膵外科）			
ディスカッサント：倉内 宣明（倶知安厚生病院外科）				
田中
誠（池田病院救急センター）					
森崎 哲朗（八代市医師会立病院 外科）				
森安 博人（五條病院内科）			
症例 -1 胸腹水を伴った急性膵炎の栄養サポートの 1 症例
関
徹也（東京医科大学八王子医療センター NST）			
症例 -2 経口・経管・経静脈投与を併用して最終的に経口・自宅退院可能となった肝切除術後長期人工呼吸管理症例
佐藤 和佳（JCHO 大阪病院 栄養管理室・NST）				
症例 -3 胃全摘・膵頭十二指腸切除・化学療法治療後、高度の低栄養に陥った症例への HPN 導入
栗山とよ子（福井県立病院 NST・内科）
（休憩 10 分）
ランチョンセミナー「臨床の現場で知っておきたい微量元素の知識」
演者：井上 善文（大阪大学 国際医工情報センター 栄養ディバイス未来医工学共同研究部門）
共催：藤本製薬株式会社					
次回学術集会のお知らせ、閉会挨拶
第 11 回当番世話人：田中
誠（池田病院 救急センター）
森崎 哲朗（八代市医師会立病院 外科）
閉会挨拶：大石 雅子（滋慶医療科学大学院大学）			
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