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プログラム　2018年７月７日土

午 前 の 部
第１会場（メインホール）
  8：55〜  9：00 開会挨拶

第10回日本静脈経腸栄養学会近畿支部学術集会　当番会長　小谷　穣治（ 神戸大学大学院医学研究科外科系講座　災害・救急医学分野　教授、
兵庫医科大学　救急・災害医学講座　特別招聘教授）

 　　　　　　　　　　　　　当番副会長　矢吹　浩子（医療法人明和病院　看護部長）　　　　　　　　

  9：00〜  9：30 一般演題１

「高齢者の栄養管理」
座長  高橋　路子（神戸大学医学部附属病院　栄養管理部／糖尿病・内分泌内科）

 室井　延之（神戸市立医療センター中央市民病院　薬剤部）

  9：40〜10：40 特別講演

座長  佐々木　雅也（ 滋賀医科大学医学部看護学科　基礎看護学講座、 
滋賀医科大学医学部附属病院　栄養治療部）

「高齢者の栄養に関するトピックス」
遠藤　英俊（国立研究開発法人　国立長寿医療研究センター）

10：40〜12：10 シンポジウム１

「高齢社会を支えるための栄養管理−2025年問題に向けた戦略」
座長  山中　英治（若草第一病院　外科、院長）

 栗山　真由美（園田学園女子大学　人間健康学部　人間健康学科）

「高齢者の栄養評価と栄養補給の再考」
岡田　有司（大阪夕陽丘学園短期大学）

「高齢者の「食べる」を支えるリハ栄養」
森脇　美早（みどりヶ丘病院　リハビリテーション科）

「歯科医師が関わる高齢者栄養管理の実際」
糸田　昌隆（大阪歯科大学附属病院　口腔リハビリテーション科）

「受ける権利と拒む自由を意思決定支援という倫理的立場から概説」
永野　彩乃（西宮協立脳神経外科病院　看護部）

第２会場（401－402）
  9：00〜  9：54 一般演題２

「周術期の栄養管理」
「重症患者の栄養管理」
座長  白井　邦博（兵庫医科大学　救急・災害医学講座）

 一丸　智美（大阪府済生会中津病院　栄養部）
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  9：55〜10：40 一般演題３

「がん」
座長  井谷　智尚（神戸市立西神戸医療センター　消化器内科）

 高橋　留佳（枚方公済病院　栄養科）

10：40〜12：10 シンポジウム３

「重症病態を乗り切るための栄養治療」
座長  小谷　穣治（ 神戸大学大学院医学研究科外科系講座　災害・救急医学分野、 

兵庫医科大学　救急・災害医学講座）
 井上　茂亮（東海大学医学部付属八王子病院　救命救急科）

「超音波と体成分分析による骨格筋量の経時的な評価−重症敗血症患者とハイリスクがん周術期患者での症例検討−」
田中　孝平（大阪警察病院　医療技術部　リハビリテーション技術科）

「重症患者に対する栄養療法マニュアル導入による効果」
白井　邦博（兵庫医科大学　救急・災害医学講座）

「奈良医大救命センターにおける経腸栄養プロトコル導入の試み」
玉井　晶子（奈良県立医科大学附属病院　看護部）

「高リスク高度侵襲手術に対する周術期栄養バンドル管理の実践」
土師　誠二（宝塚磯病院　外科）

「Critical care Nutrition Therapyセミナー（CCNT）の経緯と今後の課題」
東別府　直紀（神戸市立医療センター中央市民病院　麻酔科・NST）

「PICSとその対策−運動と栄養を中心に−」
井上　茂亮（東海大学医学部付属八王子病院　救命救急科）

第３会場（502）
  9：00〜  9：36 一般演題６

「栄養評価」
「栄養療法の合併症」
「経腸栄養」
座長  岡本　貴子（神戸掖済会病院　栄養管理部）

 松末　美樹（沖縄徳洲会高砂西部病院）

  9：37〜10：31 一般演題７

「静脈栄養」
「静脈栄養のリスク管理」
座長  吉川　雅則（奈良県立医科大学　内科学第二講座）

 名徳　倫明（大阪大谷大学　薬学部薬学科　実践医療薬学講座）
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10：40〜11：16 一般演題８

「PEG」
座長  兵庫　佳代（愛晋会　中江病院）

 伊藤　明彦（東近江総合医療センター　消化器内科）

11：25〜12：10 一般演題９

「摂食嚥下障害」
「リハビリと栄養」
座長  岩川　裕美（龍谷大学農学部　食品栄養学科）

 稲月　摂（大阪大学歯学部附属病院　看護部）
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午 後 の 部

第１会場（メインホール）
12：30〜13：30 ランチョンセミナー１

座長  小谷　穣治（ 神戸大学大学院医学研究科外科系講座　災害・救急医学分野　教授、 
兵庫医科大学　救急・災害医学講座　特別招聘教授）

共催  ネスレ日本株式会社

「心不全の栄養管理」
「心不全における経腸栄養のポイント」
宮澤　靖（社会医療法人近森会　近森病院　臨床栄養部長　栄養サポートセンター長）

「重症心不全急性期の栄養管理～ジレンマとピットフォールを解決する！～」
簗瀬　正伸（国立循環器病研究センター　移植医療部）

13：40〜15：10 シンポジウム２

「承前啓後−これからの臨床栄養管理はかくあるべし」
座長  山田　圭子（愛生会山科病院）

 西口　幸雄（大阪市立十三市民病院　外科、副院長）

「管理栄養士が果たすべき役割」
寺本　房子（川崎医療福祉大学　医療技術学部　臨床栄養学科）

「看護の職能を活かす栄養管理」
矢吹　浩子（医療法人明和病院　看護部長）

「薬剤師が関わる栄養療法の変遷」
杉浦　伸一（同志社女子大学　薬学部　医療薬学科）

「承前啓後―臨床的アウトカムを追求したサイエンスとエビデンスに基づく周術期栄養管理」
土師　誠二（宝塚磯病院　外科）

「栄養療法のエビデンスを求めて−研究と臨床の接点−」
佐々木　雅也（滋賀医科大学医学部看護学科　基礎看護学講座、滋賀医科大学医学部附属病院　栄養治療部）

15：20〜16：40 特別企画

座長  小谷　穣治（ 神戸大学大学院医学研究科外科系講座　災害・救急医学分野　教授、 
兵庫医科大学　救急・災害医学講座　特別招聘教授）

共催  ＮｕＭＥＤ株式会社

「100年ライフを楽しく生き抜くためのアンチエイジング治療」
小村　十樹子（トキコクリニック　総院長）

16：20〜16：25 閉会挨拶ならびに次回学術集会のご案内

第10回日本静脈経腸栄養学会近畿支部学術集会　当番会長　小谷　穣治（ 神戸大学大学院医学研究科外科系講座　災害・救急医学分野　教授、
兵庫医科大学　救急・災害医学講座　特別招聘教授）

第11回日本静脈経腸栄養学会近畿支部学術集会　当番会長　山中　英治（ 社会医療法人若弘会　若草第一病院　院長）
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第２会場（401－402）
12：30〜13：30 ランチョンセミナー２

座長  高橋　路子（国立大学法人　神戸大学医学部附属病院　栄養管理部　特命講師　糖尿病・内分泌内科）
共催  株式会社大塚製薬工場

「中心静脈栄養法の基本に立ち返る」
増本　幸二（筑波大学医学医療系　小児外科　教授）

13：40〜14：45 一般演題４

「NST」
「栄養の教育」
座長  植田　道子（滋賀医科大学医学部附属病院　看護部　光学医療診療部）

 有岡　靖隆（神戸市立西神戸医療センター　栄養管理部）

14：46〜15：19 一般演題５

「栄養と国際協力」
「在宅栄養」
「地域連携」
座長  武元　浩新（公立学校共済組合　近畿中央病院　外科）

 小谷　穣治（ 神戸大学大学院医学研究科外科系講座　災害・救急医学分野、 
兵庫医科大学　救急・災害医学講座）

第３会場（502）
12：30〜13：30 ランチョンセミナー３

座長  白井　邦博（兵庫医科大学　救急救命センター）
共催  株式会社 明治

「重症患者の早期経腸栄養プロトコルを作ろう」
薬師寺　泰匡（岸和田徳洲会病院　救命救急センター）

13：40〜14：16 一般演題10

「免疫調節栄養剤、特殊栄養剤」
「サルコペニア」
座長  東別府　直紀（神戸市立医療センター中央市民病院　麻酔科・NST）

 梶原　克美（近畿大学医学部附属病院　栄養部）

14：17〜15：02 一般演題11

「その他の病態下の栄養管理」
「移植患者」
「その他」
座長  高橋　路子（神戸大学医学部附属病院　栄養管理部／糖尿病・内分泌内科）

 中筋　幸司（宝塚市立病院　中央検査室）
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一般演題１　9：00～9：30 第１会場（メインホール）

座長  高橋　路子（神戸大学医学部附属病院　栄養管理部／糖尿病・内分泌内科）
 室井　延之（神戸市立医療センター中央市民病院　薬剤部）

「高齢者の栄養管理」

O-1-1 「絶食後の栄養管理により異なる転帰をとった2症例」
 田北会　田北病院　栄養課 中川　恵梨子

O-1-2 「実技テストを取り入れた食塩摂取量簡易評価方法の検討」
 神戸大学医学部附属病院　栄養管理部 脇田　久美子

O-1-3 「義歯作製により咀嚼機能が向上し栄養改善およびADLの向上が認められた一症例」
 若弘会　わかくさ竜間リハビリテーション病院　診療部　歯科 貴島　真佐子

一般演題２　9：00～9：54 第２会場（401－402）

座長  白井　邦博（兵庫医科大学　救急・災害医学講座）
 一丸　智美（大阪府済生会中津病院　栄養部）

「周術期の栄養管理」

O-2-1 「肝切除術後、早期栄養療法としてのカルニチン＋BCAAの効果」
 滋賀医科大学　外科学講座 飯田　洋也

O-2-2 「栄養評価からみた切除不能膵癌に対するAdjuvant surgeryの適応」
 明和病院　外科 相原　司

O-2-3 「高齢手術患者に対する高齢者総合的機能評価CGAを使用した周術期管理」
 明和病院　外科 岡本　亮

「重症患者の栄養管理」

O-2-4 「リハ栄養ケアプロセスを用いた早期リハ栄養はICU-AWに有効」
 松下記念病院　看護部　集中治療室 浅田　宗隆

O-2-5 「計画的な栄養療法とリハビリテーションを行った、高度肥満を伴う重症軟部組織感染症の治療経験」
 兵庫医科大学　救急・災害医学講座 滿保　直美

O-2-6 「当院におけるICU栄養カンファレンスの取り組みについて」
 和歌山県立医科大学附属病院　病態栄養治療部 原　友菜
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一般演題３　9：55～10：40 第２会場（401－402）

座長  井谷　智尚（神戸市立西神戸医療センター　消化器内科）
 高橋　留佳（枚方公済病院　栄養科）

「がん」

O-3-1 「当院における術前栄養指導の取り組み」
 独立行政法人地域医療機能推進機構神戸中央病院　栄養管理室 谷田　千展

O-3-2 「血液内科疾患症例の化学療法施行時にみられる味覚変化が起こる予測因子の検討」
 枚方公済病院　栄養科 上田　耕平

O-3-3 「高齢者胃癌の術後栄養摂取および体重減少に関する検討」
 神戸市立西神戸医療センター　栄養管理室 島村　康弘

O-3-4 「退院後早期に体重減少を認めた食道癌術後の3症例について」
 大阪国際がんセンター　栄養管理室 松岡　美緒

O-3-5 「高齢頭頸部がん患者における治療後半年の摂食嚥下状況」
 大阪国際がんセンター　リハビリテーション科 下梶谷　涼子

一般演題４　13：40～14：45 第２会場（401－402）

座長  植田　道子（滋賀医科大学医学部附属病院　看護部　光学医療診療部）
 有岡　靖隆（神戸市立西神戸医療センター　栄養管理部）

「NST」

O-4-1 「当院NSTと外部歯科医師連携による栄養管理への効果」
 大阪市立十三市民病院　栄養部 坪井　彩加

O-4-2 「当院NST介入患者における退院時の栄養状態と予後の検討」
 京都第一赤十字病院　糖尿病・内分泌内科 岩瀬　広哉

O-4-3 「リレーショナルデータベースを用いた回診情報の管理と回診記録の作成」
 神戸中央病院　麻酔科 藤本　俊一

O-4-4 「NST加算か栄養指導件数か～診療報酬改定をふまえて」
 東近江総合医療センター　栄養サポートチーム 畠中　真由

「栄養の教育」

O-4-5  「今まで、そしてこれからの10年―ESPENの教育プログラムLLLのDiploma取得経験と学習へのいざない」
 京都府立医科大学　消化器内科 西村　智子

O-4-6 「当病棟における栄養管理ができるスタッフナース育成のための課題」
 明和病院　看護部 水田　麻里絵

O-4-7 「兵庫臨床管理栄養士研究会の活動について」
 神戸市立西神戸医療センター 有岡　靖隆
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一般演題５　14：46～15：19 第２会場（401－402）

座長  武元　浩新（公立学校共済組合　近畿中央病院　外科）
 小谷　穣治（ 神戸大学大学院医学研究科外科系講座　災害・救急医学分野、 

兵庫医科大学　救急・災害医学講座）

「栄養と国際協力」

O-5-1 「nutritionDay in Japan 2016」
 日本静脈経腸栄養学会　nutritionDayワーキンググループ 武元　浩新

「在宅栄養」

O-5-2 「食べることがQOLの維持向上につながった在宅がん患者の1症例 ～在宅生活における経口栄養と漢方の併用～」
 山口診療所 山口　竜司

「地域連携」

O-5-3 「栄養投与量計算シートを利用した栄養管理への取り組み（第三報）」
 京都第二赤十字病院　薬剤部 加藤　良隆

一般演題６　9：00～9：36 第３会場（502）

座長  岡本　貴子（神戸掖済会病院　栄養管理部）
 松末　美樹（沖縄徳洲会高砂西部病院）

「栄養評価」

O-6-1 「高食塩食摂取後の尿中食塩排泄量、推定食塩摂取量、およびNa/K比の検討」
 神戸学院大学　栄養学部　臨床栄養学部門 筒井　輪央

「栄養療法の合併症」

O-6-2 「経腸栄養管理中の小脳梗塞患者に対し乳清ペプチド消化態栄養剤へ変更することで嘔吐の改善が得られた1症例」
 多根総合病院　医療技術部　栄養管理部門 山本　啓太

「経腸栄養」

O-6-3 「抗てんかん薬投与中に半固形状流動食を開始し、薬物血中濃度が低下した一例」
 東近江総合医療センター　薬剤部 中城　有紀

O-6-4 「経腸栄養管理症例を通したリフィーディング症候群管理の考察」
 神戸掖済会病院　栄養管理部 岡本　貴子
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一般演題７　9：37～10：31 第３会場（502）

座長  吉川　雅則（奈良県立医科大学　内科学第二講座）
 名徳　倫明（大阪大谷大学　薬学部薬学科　実践医療薬学講座）

「静脈栄養」

O-7-1 「高カロリー輸液製剤投与時における末梢挿入式中心静脈カテーテル（PICC）からの採血が血液検査に及ぼす影響」
 天理よろづ相談所病院　臨床検査部 余村　求

O-7-2 「輸液用総合ビタミン剤とワルファリンカリウムの相互作用」
 紀南病院　薬剤部 前北　章衣

O-7-3 「HPN開始後7年目に高カルシウム血症を呈した一症例」
 天理よろづ相談所病院　看護部 角田　すみ代

「静脈栄養のリスク管理」

O-7-4 「脂肪乳剤投与時の三方活栓における微生物の増殖」
 大阪大谷大学　薬学部　実践医療薬学講座 麻生　歩

O-7-5 「脂肪乳剤投与時の三方活栓のフラッシュの重要性」
 大阪大谷大学　薬学部　実践医療薬学講座 勝井　保弘

O-7-6 「当院における皮下埋め込み型中心静脈ポート（CVポート）留置手技と現状」
 明和病院　外科 北村　優

一般演題８　10：40～11：16 第３会場（502）

座長  兵庫　佳代（愛晋会　中江病院）
 伊藤　明彦（東近江総合医療センター　消化器内科）

「PEG」

O-8-1 「胃瘻を経口摂取への移行過程において効果的に活用できた1症例」
 康生会武田病院　栄養科 巽　朋子

O-8-2 「胃瘻カンファレンスについて」
 京都きづ川病院　リハビリテーション室 宗　真也

O-8-3 「PEG患者を支える多職種連携の重要性～PEGサミットinびわ湖がめざしたもの～」
 愛生会山科病院 山田　圭子

O-8-4 「小児症例に対するPEGの問題点」
 大阪母子医療センター　小児外科 曺　英樹
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一般演題９　11：25～12：10 第３会場（502）

座長  岩川　裕美（龍谷大学農学部　食品栄養学科）
 稲月　摂（大阪大学歯学部附属病院　看護部）

「摂食嚥下障害」

O-9-1 「老健での嚥下理学療法と多職種連携により経腸栄養から経口摂取となった1症例」
 千春会　介護老人保健施設桃山 布澤　良太

O-9-2 「多職種協働による脳卒中患者の栄養管理と摂食嚥下リハビリテーション」
 宇治徳洲会病院　看護部 岡田　裕子

O-9-3 「診療報酬改定による当院の管理栄養士の取り組みと今後の課題について」
 宇治徳洲会病院　栄養管理室 赤尾　志

「リハビリと栄養」

O-9-4 「当院の回復期リハビリテーション病棟入院患者の栄養状態の把握と高BCAA含有ゼリーの有用性の検討」
 昭和伊南総合病院　NST 小松原　沙織

O-9-5 「超高齢独居患者の胃がん手術後の看護師による栄養ケアの取り組み」
 明和病院　看護部 岡畑　暁子

一般演題10　13：40～14：16 第３会場（502）

座長  東別府　直紀（神戸市立医療センター中央市民病院　麻酔科・NST）
 梶原　克美（近畿大学医学部附属病院　栄養部）

「免疫調節栄養剤、特殊栄養剤」

O-10-1 「人工骨頭置換術患者への免疫賦活栄養剤の利用について」
 大阪府済生会野江病院　看護部 杉山　真美子

O-10-2 「肺癌周術期における免疫栄養剤の有用性の検討」
 昭和伊南総合病院　外科 森川　明男

「サルコペニア」

O-10-3 「筋肉量の指標としてのシスタチンCの有用性」
 和歌山県立医科大学附属病院　病態栄養治療部 阿部　諒

O-10-4 「肝移植術後握力・体組成の経時変化と術後早期栄養量に関する検討」
 京都大学医学部附属病院　疾患栄養治療部 玉井　由美子
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一般演題11　14：17～15：02 第３会場（502）

座長  高橋　路子（神戸大学医学部附属病院　栄養管理部／糖尿病・内分泌内科）
 中筋　幸司（宝塚市立病院　中央検査室）

「その他の病態下の栄養管理」

O-11-1 「20年にわたるHPNで鉄過剰症をきたした短腸症候群の一症例」
 天理よろづ相談所病院　栄養ケア対策チーム 石井　康世

O-11-2 「多剤併用が誘因となったと思われるウェルニッケ脳症の一例」
 若草第一病院　NST 丸山　範子

「移植患者」

O-11-3 「急性リンパ性白血病の移植治療中の経口摂取量減少に対して食事調整で良好な栄養経過を得た1症例」
 大阪国際がんセンター　栄養管理室 倉脇　里穂

「その他」

O-11-4 「ビタミンD中毒による高カルシウム血症から、食欲不振をきたした3例」
 大分三愛メディカルセンター　薬剤部 梶原　洋文

O-11-5 「血清無機リンパニック値設定の有用性」
 神戸大学医学部附属病院　検査部 山本　麻里

15：20～15：29 第１会場（メインホール）

座長  小谷　穣治（ 神戸大学大学院医学研究科外科系講座　災害・救急医学分野　教授、 
兵庫医科大学　救急・災害医学講座　特別招聘教授）

O-11-6 「老化と食品の抗糖化作用」
 同志社女子大学　薬学部　臨床薬学教育研究センター 犬丸　未来


