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プログラム

第１会場（TFTホール1000）

開会式 9:00 ～ 9:10

会長：鷲澤　尚宏（東邦大学医学部臨床支援室、東邦大学医療センター大森病院　栄養治療センター、栄養部）

一般演題口演１　『摂食嚥下障害へのアプローチ』 9:10 ～ 9:40

司会：関谷　秀樹（東邦大学医療センター大森病院　口腔外科）

　　　森　みさ子（聖マリアンナ医科大学　横浜市西部病院）　

1-1 こども医療センターにおける NST 専門療法士の看護師の役割
安西　智子（神奈川県立こども医療センター　NST 専門療法士会、神奈川県立こども医療センター　NST）

1-2 歯科医師としての地域栄養教育について
亀井　倫子（医療法人社団　友歯会、三鷹の嚥下と栄養を考える会）

1-3 歯科医師としての在宅における小児の摂食嚥下障害患者へのアプローチについて
亀井　倫子（医療法人社団　友歯会）

1-4 摂食障害サポートグループの活動報告
辻　　智大（神奈川県立病院機構　神奈川県立精神医療センター、食行動異常研究会 PART2）

一般演題口演２　『栄養サポート』     9:40 ～ 10:20

司会：千葉　正博（昭和大学病院　小児外科）

　　　伊藤美智子（偕楽園ホーム）　  　　　

2-1 膵頭十二指腸切除術施行患者において栄養士の病棟常駐前後における検討
髙木　久美（がん研究会有明病院　栄養管理部）

2-2 当院 NST の傾向の分析
石川　詩織（公益財団法人　横浜勤労者福祉協会　汐田総合病院）

2-3 当院 NST 介入による必要栄養量の充足及び臨床効果の後方視的研究
嶋崎　愛子（総合病院厚生中央病院　栄養科）

2-4 急性期病院内科に入院した高齢者患者の亜鉛（Zn）測定の意義を検討 
～栄養評価と生命予後の観点から
庭野　元孝（医療法人五星会　菊名記念病院　総合診療科）

2-5 当院における膵頭十二指腸切除術後の工夫 
：中心静脈栄養と Roux-Y 再建によるシームレスな早期栄養管理

高本　健史（日本赤十字社医療センター　肝胆膵・移植外科）

2-6 静脈栄養における長期的な栄養管理の施行を困難とする問題
山田　桐絵（医療法人社団　山本記念会　山本記念病院）
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一般演題口演３　『レベルアップ・その他』 10:20 ～ 10:50

司会：望月　弘彦（相模女子大学　栄養科学部　管理栄養学科）

　　　倉田なおみ（昭和大学　薬学部）　　　　    　　　　　

3-1 神経難病患者と介護者の QOL 保持を目的とした半固形栄養剤の在宅導入サポート
浦田　大樹（横須賀共済病院　薬剤科）

3-2 回復期リハ病棟入院患者のクラスタリング解析 
統計学的比較検定に基づかない、患者特性を汲み取る分析の試み
高瀬　麻以（緑秀会 田無病院　教育・研究担当）

3-3 がん専門病院における新人管理栄養士の病棟配置の現状
秋山　紘槻（神奈川県立がんセンター　栄養管理科）

3-4 「みんな集まれ LLL ！」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
西村　智子（京都府立医科大学　消化器内科）

教育講演　 10:50 ～ 11:20

司会：林　　宏行（日本大学　薬学部薬学科）

『専門医が見逃しやすい低栄養』
瓜田　純久（東邦大学　医学部総合診療・救急医学講座）

ランチョンセミナー 11:40 ～ 12:40

司会：佐々木　淳（医療法人社団悠翔会）

『日本の栄養療法を築く！』
東口　髙志（藤田保健衛生大学　医学部外科・緩和医療学講座）

共催：株式会社大塚製薬工場

アフタヌーンセミナー 13:10 ～ 14:00

司会：鍋谷　圭宏（千葉県がんセンター　食道・胃腸外科）

『腸内環境からみた経腸栄養管理　 
  －プレバイオティクスとプロバイオティクス－』

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（生化・栄養）     
　　　　  　滋賀医科大学　医学部附属病院栄養治療部）

共催：ミヤリサン製薬株式会社

支部会報告 14:10 ～ 14:20

　　　丸山　道生（田無病院）

第１会場（TFTホール1000）



8

ワークショップ　『重症病態治療における栄養管理計画で実践しているタイミングに関する工夫』 14:20 ～ 15:20

司会：片岡　祐一（北里大学病院　救命救急・災害医療センター）

　　　雅楽川　聡（公立阿伎留医療センター　救急科）　　　　　

WS-1 重症救急患者の栄養開始時期の検討
宮下　知子（北里大学病院看護部　救命救急・災害医療センター）

WS-2 当院 ICU における栄養管理の実際  現状と課題
工藤　雄洋（社会福祉法人恩賜財団済生会支部　神奈川県済生会横浜市東部病院　栄養部）

WS-3 重症患者に対する救命病棟 NST の導入と成果
井上　和茂（国立病院機構災害医療センター　救命救急科、国立病院機構災害医療センター　NST）

WS-4 当院 ICU における管理栄養士の働き掛け
畠山　淳司（横浜市立みなと赤十字病院　救命救急センター　集中治療部）

WS-5  重症患者に対する早期栄養療法と早期運動療法の併用は退出時 ICU mobility scale を改善する
山口　順子（日本大学医学部救急医学系　救急集中治療医学分野、日本大学医学部附属板橋病院　ICUNST）

WS-6 ECPR 患者における経腸栄養開始時期
一林　　亮（東邦大学医療センター大森病院　救命救急センター）

パネルディスカッション　『糖質制限食療法の医療における位置づけ』 15:20 ～ 16:10

司会：丸山　道生（田無病院）　　　　　　　　　　　　　　　

　　　関根　里恵（東京大学医学部附属病院　病態栄養治療部）

PD-1 てんかんにおける糖質制限食療法（ケトン食療法）
伊藤　　進（東京女子医科大学　小児科）

PD-2 メタボ・ロコモにロカボが効く！
山田　　悟（北里大学北里研究所病院　糖尿病センター）

PD-3 がん治療におけるケトン食療法の可能性
古川　健司（（公財）東京都保健医療公社　多摩南部地域病院　外科）

特別講演 16:10 ～ 17:00

司会：鷲澤　尚宏（東邦大学医学部臨床支援室、東邦大学医療センター大森病院　栄養治療センター、栄養部）

インタビュアー：斎藤　恵子（東京医科歯科大学附属病院）　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

『私のマラソン史　研究史』
宇佐美彰朗（NPO 法人 NSVA（日本スポーツボランティア・アソシエーション）、宇佐美マラソン・スポーツ研究室）

閉会式、優秀演題賞表彰式 17:00 ～ 17:10

第１会場（TFTホール1000）
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一般演題ポスター１　『栄養サポート１』 14:20 ～ 15:05

司会：大塚由一郎（東邦大学医療センター大森病院　消化器センター）

ポスター 1-1 血糖コントロール用経腸栄養剤を用いた脳卒中患者の血糖値の推移と考察
城田　知己（東邦大学医療センター大橋病院　栄養部）

ポスター 1-2 経腸栄養が必要であった神経・筋疾患患者の予後因子の検討
紺野　晋吾（東邦大学医療センター大橋病院　神経内科）

ポスター 1-3  ワルファリンとエルネオパ ® またはエルネオパ NF® の併用症例における INR コント
ロールへの影響

鈴木結利花（船橋市立医療センター　薬剤局）

ポスター 1-4 東邦大学医療センター大橋病院における点滴用脂肪乳剤の使用実態調査
佐藤　　啓（東邦大学医療センター大橋病院　薬剤部）

ポスター 1-5 昭和大学江東豊洲病院入院患者における NST 介入効果および栄養評価項目の検証
越塚　宏美（昭和大学　薬学部病院薬剤学講座）

ポスター 1-6 シスプラチン誘発食欲不振モデルマウスを用いた疲労の評価と糖質による影響
那須　　遥（東京理科大学薬学部　疾患薬理学研究室）

ポスター 1-7 神奈川 NST フォーラムアンケート調査からみた半固形状栄養の現状
熊谷　直子（神奈川 NST 研究会、横浜市立脳卒中・神経脊椎センター　栄養部）

一般演題ポスター２　『栄養サポート２』 15:05 ～ 15:35

司会：松原　康美（北里大学　看護学部）

ポスター 2-1  術後「管理栄養士による居宅療養管理指導」により TPN から離脱し経口で十分な栄養
補給が可能となった一症例

髙田　千春（衣笠病院　栄養科）

ポスター 2-2  致死的呼吸不全から脱したサルコペニアを伴う肝硬変患者に対し、NST の介入によ
り自宅退院可能となった 1 例

高山はるか（医療法人社団隆靖会　墨田中央病院　NST）

ポスター 2-3 術前低栄養状態の高齢胃癌患者に対し運動療法、栄養管理で良好に経過した１例
堀切理恵子（東京医科大学八王子医療センター　栄養管理科）

ポスター 2-4 心不全患者が偽膜性腸炎を併発した事例に対して栄養ケアナースが介入した１例
藤井　和紀（東海大学医学部付属病院　看護部）

ポスター 2-5 経口摂取に難渋しながらも重度の褥瘡が治癒し、施設入所に至った症例の報告
平山ツナヱ（医療法人社団　山本記念会　すみれが丘そよかぜクリニック、医療法人社団　山本記念会　山本記念病院）

ポスター 2-6 アルギニン含有食品が創傷治癒に有効であった１例
吉田　有輝（東邦大学医療センター大橋病院　消化器内科）

第２会場（TFTホール300）
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一般演題ポスター３　『摂食嚥下障害へのアプローチ』 14:20 ～ 15:00

司会：弘中　祥司（昭和大学　歯学部）

ポスター 3-1  広範囲熱傷を機に経口摂取困難となった患者に NST による栄養管理とリハ介入する
ことで，経口摂取の再獲得が出来た一例

甲嶋　義史（関東病院　リハビリテーション科）

ポスター 3-2  胃瘻栄養で在宅療養となったパーキンソン病患者が経口摂取併用での栄養管理と
なった一例

藤本　慶子（荏原ホームケアデンタルオフィス、藤本歯科医院）

ポスター 3-3  療養病院における経口摂取移行への要因　～口から食べるための多職種介入～
井戸川由花（関東病院　リハビリテーション科）

ポスター 3-4  摂食嚥下リハビリテーションの介入により胃瘻から経口摂取へ移行した廃用症候群
の一例

佐々木力丸（日本歯科大学附属病院　口腔リハビリテーション科）

ポスター 3-5 多職種連携による嚥下障害患者の安全な内服方法への取り組み
白鳥　千穂（横須賀市立市民病院　薬剤部、神奈川摂食嚥下リハビリテーション研究会　横須賀・三浦支部）

ポスター 3-6  口腔ケアマニュアルの作成　～院内統一基準を目指して～
菊地瑛莉香（医療法人沖縄徳洲会　湘南鎌倉総合病院　看護部）

一般演題ポスター４　『東京・神奈川 NST 専門療法士活動報告・その他』 15:05 ～ 15:25

司会：廣井　順子（東京都立　多摩総合医療センター　薬剤科）

ポスター 4-1 神奈川 NST 合宿による成果と今後期待される効果について 
 －神奈川 NST 専門療法士連絡会の取り組み－
榎原　直也（神奈川 NST 専門療法士連絡会、医療法人　横浜博萌会　西横浜国際総合病院　薬剤科）

ポスター 4-2 第 10 回 NST 専門療法士志望者対象勉強会報告 
 今後の課題と方向性の検討
朝倉　之基（神奈川 NST 専門療法士連絡会、東海大学医学部付属病院　看護部）

ポスター 4-3 東京 NST 専門療法士連絡会の活動と今後の課題
髙坂　　聡（東京 NST 専門療法士連絡会、東京医科大学八王子医療センター　薬剤部）

第２会場（TFTホール300）


