プログラム
開会のあいさつ
一般演題

12：30～12：40

当番会長

栗山とよ子

12：40～13：45
司会

トモコ・メディカルエージェンシー、トモコ薬局

杉田尚寛

１．中心静脈栄養（TPN ）実施症例における経口摂取の試み
大島くるみ病院 看護部１）内科２）
村可奈子１） 今枝暢子１） 山岸芳美１） 長堀毅 2）
２．当院における口腔ケア回診の取り組みについて
公立松任石川中央病院 看護部１） 外科２） 耳鼻咽喉科３） 歯科口腔外科４）
リハビリテーション室５）安全対策室６） 薬剤室７） 栄養管理室８） 検査室９）
酒井尚美１） 石井 要２） 塚谷才明３） 高塚茂行４） 岡部克彦４） 円藤文代４） 小林沙織５）
高畠外美子６） 金原寛子７） 南田菜穂８） 滝野豊９） 竹田利弥２） 八木雅夫２）
３．栄養状態は改善したが、嚥下機能改善が及ばず PEG となった一例
福井総合病院 リハビリテーション課 言語聴覚療法室 1) リハビリテーション科２）
谷川尚子 1) 髙溝敏幸 1) 村松倫子 2) 佐藤万美子 2)
４．回復期リハビリテーション病棟におけるサルコペニアの有病率と関連因子の検討
恵寿総合病院 臨床栄養課 1） 看護部 2) 理学療法課 3)

作業療法課 4)

言語療法課 5)

リハビリテーション科 6)
和田知子 1） 小蔵要司 1） 本橋英美 2） 児玉 泉 2） 大森光沙 3） 橋場照人 3） 倉田真希 4）
本川聡美 5） 西願 司 6) 川北慎一郎 6)
５．肥満合併の S 状結腸癌手術待機患者にフォーミュラ食を施行し減量が図れた 1 例
金沢大学附属病院 栄養管理部１) 消化器・腫瘍・再生外科２)
古一素江１) 八幡陽子１) 廣瀬淳史２) 徳丸季聡１) 宮下知治２) 尾山勝信２)
６．栄養指数 CONUT と膵癌術後の予後との関係
富山大学大学院 消化器・腫瘍・総合外科
関根慎一 長田任一哉
松井恒志

奥村知之

森山亮仁
塚田一博

渋谷和人

橋本伊佐也 北條荘三

吉岡伊作

要望演題

１３:４５～１４:５０
司会

富山大学医学部

消化器・腫瘍・総合外科

長田 任一哉

１．Cronkhite–Canada 症候群に対する大腸亜全摘後の腸閉塞で栄養管理に難渋した 1 例
福井県済生会病院 外科 1) 栄養部 2) 看護部 3) 薬剤部 4) NST5)
斎藤健一郎 1)5) 牧野尚恵 2)5) 谷口としえ 2)5) 松川恭子 3)5) 高崎紗世 4)5) 高嶋吉浩 1)
古谷裕一郎 1)

宗本義則 1)5)

２．食道癌術後に乳糜胸を併発し、腸瘻からの栄養管理に難渋した一例

福井県立病院 NST 栄養管理室 1) 内科 2) 看護部 3) 薬剤部 4) リハビリテーション室 5)
森川 渚 1) 栗山とよ子 2) 中村麻衣子 1) 近藤亜希 1) 田中佳那子 1) 小寺由美 1)
多田悦子 3) 小川麻弥 3) 道場明子 3) 吉川弘毅 4) 川上和彦 4) 玉木圭一 5)
３．脳挫傷に伴う代謝障害に対して NST 介入による栄養・水分管理を行った１例
富山大学 NST
江尻尚隆

長田任一哉

新村康華

吉田明浩

應矢紀子

高橋則正

小笠原明美

関根慎一

矢後恵子 塚田一博
４．頻回な嘔吐によって経管栄養管理に難渋した一例
公立学校共済組合北陸中央病院 NST1) 内科 2） 耳鼻咽喉科 3） 栄養管理科 4） リハビリ技術科 5）
居村久子 1）4） 田中和可子 1）5） 武藤寿生 1）2） 丸山元祥 3） 大家理恵 1）2）
５．栄養管理に難渋した難治性下痢症の一例
福井赤十字病院 薬剤部 1) 外科部 2) 消化器科部 3) 麻酔科部 4) 看護部 5) 栄養課 6) 検査部 7)
山本康太 1) 里見聡子 3) 吉村はる美 1) 白塚秀之 4) 布谷喜代美 5) 青山涼一 6)
刀根由美子 7) 廣瀬由紀 2)
６．希望しない？する？胃瘻造設
厚生連滑川病院 NST

休 憩

~NST が直面した２症例~

宮崎 徹

１４:５０～１５:１０

特別講演１

１５:１０～１６:１０
司会

演題

白山石川医療企業団

公立松任石川中央病院

八木雅夫

「有効な経腸栄養を実施するために
－ 投与経路を考慮した経腸栄養剤の選択 －」

演者

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
特任教授

共催

休

味の素ニュートリション株式会社

憩

１６:１０～１６:２０

特別講演２

１６：２０～１７:２０
司会

演題

「静脈栄養と脂肪乳剤」

演者

長島中央病院

福井大学医学部附属病院 がん診療推進センター

名誉院長
共催

企業展示

井上善文 先生

株式会社 大塚製薬工場

１２：００～１６：５０

片山寛次

入山圭二 先生

