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■�理事長講演 司会 大柳治正（大阪暁明館病院外科／近畿大学医学部外科学教室名誉教授）
■�会長講演 司会 東口髙志（藤田医科大学外科・緩和医療学講座）
■�葛西森夫記念講演 司会 宇佐美眞（甲南女子大学医療栄養学部）
■�武藤輝一記念教育講演 司会 鷲澤尚宏（東邦大学医療センター大森病院栄養治療センター）
■�特別講演01 司会 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）
■�特別講演02 司会 平田公一（JR札幌病院）
■�特別講演03 司会 山中英治（若草第一病院外科）
■�小越章平記念Best�Paper�in�The�Year 受賞講演 司会 山中英治（若草第一病院外科）
■�大柳治正記念学術振興アワード受賞講演 司会 山中英治（若草第一病院外科）
■�実験研究助成金受賞講演 司会 鈴木　裕（国際医療福祉大学病院外科）
■ �JSPENスカラーシップ賞受賞者講演 司会 鈴木　裕（国際医療福祉大学病院外科）
■�フェローシップ受賞者講演 司会 三原千惠（日比野病院）
■�海外招聘講演�01 司会 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）
■�海外招聘講演�02 司会 木村　理（東都春日部病院／山形大学名誉教授）
■�海外招聘講演�03 司会 東口髙志（藤田医科大学外科・緩和医療学講座）
■�海外招聘講演�04 司会 深柄和彦（東京大学医学部附属病院手術部）
■�海外招聘講演�05 司会 福島亮治（帝京大学医学部外科学講座）
■�教育講演01 司会 小山　諭（新潟大学大学院保健学研究科）
■�教育講演02 司会 福田能啓（医療法人協和会第二協立病院）
■�教育講演03 司会 犬飼道雄（岡山済生会総合病院）
■�教育講演04 司会 高増哲也（神奈川県立こども医療センターアレルギーセンター）
■�教育講演05 司会 竹山廣光（三重北医療センター）
■�教育講演06 司会 平井敏弘（尾道市立総合医療センター公立みつぎ総合病院）
■�教育講演07 司会 長谷部正晴（古川橋病院外科）
■ �NSTフォーラム講演 司会 東口髙志（藤田医科大学外科・緩和医療学講座）
■ �NSTフォーラム�
極めよう！NSTの進むべき道

司会

コメンテーター

中瀬　一（北杜市立甲陽病院外科）
野田さおり（国家公務員共済組合連合会高松病院）
東口髙志（藤田医科大学外科・緩和医療学講座）

■�特別シンポジウム�
エネルギー代謝と栄養療法　－基礎から臨床へ－

司会 田中茂穂（医薬基盤・健康・栄養研究所）
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）
■�日本外科感染症学会／日本臨床栄養代謝学会　�
合同シンポジウム�
外科感染症と栄養管理

司会 大毛宏喜（広島大学病院感染症科）
福島亮治（帝京大学医学部外科学講座）

■�日本臨床腸内微生物学会／日本臨床栄養代謝学会　�
合同シンポジウム�
臨床の現場における腸内フローラと宿主の関わり

司会 岩田　敏（�国立研究開発法人国立がん研究センター中央病院感染症部・
感染制御室／慶應義塾大学医学部感染症学教室）

鷲澤尚宏（東邦大学医療センター大森病院栄養治療センター）

■�日本膵臓学会／日本臨床栄養代謝学会　�
合同シンポジウム�
膵疾患の栄養管理　―最近の進歩と課題―

司会 竹山宜典（近畿大学医学部外科学教室肝胆膵外科）
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）

■�日本心不全学会／日本臨床栄養代謝学会　�
合同シンポジウム�
心不全の栄養管理

司会 木田圭亮（聖マリアンナ医科大学薬理学）
野上哲史（熊本第一病院）

■�日本透析医学会／日本集中治療医学会／日本臨床栄養
代謝学会　合同シンポジウム�
透析療法中の栄養管理における静脈栄養製剤の適切な
選択と現状の課題

司会 飯島正平（地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪国際がんセンター）

■�日本サルコペニア・フレイル学会／�
日本臨床栄養代謝学会　合同シンポジウム�
サルコペニアとその栄養療法のUPDATE

司会 荒井秀典（国立長寿医療研究センター）
福島亮治（帝京大学医学部外科学講座）

■�胃外科・術後障害研究会／日本臨床栄養代謝学会　�
合同セッション�
胃切除後の胃切除障害（PGS）対応の現状と問題点　
その克服に向けて

司会 福島亮治（帝京大学医学部外科学講座）

■�シンポジウム01�
がん化学療法・放射線療法における栄養支持療法の役割

司会 片山寛次（福井大学医学部がん専門医育成推進講座）
比企直樹（北里大学上部消化管外科）

　 　 　

司会・コメンテーター・座長一覧
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■�シンポジウム02�
消化器疾患の病態別栄養療法

司会 田妻　進（広島大学病院総合内科・総合診療科）
大平雅一（大阪市立大学大学院消化器外科）

■�シンポジウム03�
栄養療法におけるパスの活用

司会 山中英治（若草第一病院外科）
倉田なおみ（昭和大学薬学部社会健康薬学講座社会薬学部門）

■�シンポジウム04�
周術期栄養療法の工夫－ERASを含めて－

司会 福島亮治（帝京大学医学部外科学講座）
宮田　剛（岩手県立中央病院）

■�シンポジウム05�
経腸栄養の進歩　ー基礎と臨床の最前線ー

司会 丸山道生（田無病院）
斎藤恵子（東京医科歯科大学医学部附属病院臨床栄養部）

■�シンポジウム06�
静脈栄養の新展開

司会 鍋谷圭宏（千葉県がんセンター食道・胃腸外科 /NST）
土師誠二（蘇生会総合病院外科）

■�シンポジウム07�
地域包括ケアシステムと在宅栄養療法　�
－地域一体型NSTの構築を目指して－

司会 犬飼道雄（岡山済生会総合病院）
中瀬　一（北杜市立甲陽病院外科）

■�シンポジウム08�
NSTの現状と未来

司会 飯島正平（地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪国際がんセンター）
石井良昌（社会医療法人ジャパンメディカルアライアンス海老名総合病院）

■�シンポジウム09�
認知症患者の栄養管理の問題点と工夫

司会 吉田貞夫（ちゅうざん病院リハビリテーション科）
片多史明（亀田総合病院脳神経内科）

■�シンポジウム10�
神経疾患における栄養療法の現状と課題

司会 三原千惠（日比野病院）
巨島文子（諏訪赤十字病院リハビリテーション科）

■�シンポジウム11�
プレバイオティクス、プロバイオティクスの�
活用とその効果

司会 田中芳明（久留米大学病院医療安全管理部）
鷲澤尚宏（東邦大学医療センター大森病院栄養治療センター）

■�シンポジウム12�
緩和医療における栄養と食事のあり方

司会 岡田晋吾（北美原クリニック）
二村昭彦（藤田医科大学七栗記念病院薬剤課）

■�シンポジウム13�
重症心身障害児の栄養管理

司会 高増哲也（神奈川県立こども医療センターアレルギーセンター）
千葉正博（昭和大学NST）

■�シンポジウム14�
重症患者の栄養代謝病態と栄養療法の実際

司会 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）
祖父江和哉（名古屋市立大学大学院医学研究科麻酔科学・集中治療医学分野）

■�シンポジウム15�
悪液質の診断と治療

司会 東口髙志（藤田医科大学外科・緩和医療学講座）
土岐祐一郎（大阪大学大学院医学系研究科消化器外科）

■�シンポジウム16�
医師・メディカルスタッフに対する栄養教育の�
現状と課題

司会 和佐勝史（大阪大学医学科教育センター）
篠　聡子（東京女子医科大学病院）

■�シンポジウム17�
サルコぺニア・フレイル対策における栄養療法の意義

司会 葛谷雅文（名古屋大学大学院医学系研究科地域在宅医療学・老年科学）
小山　諭（新潟大学大学院保健学研究科）

■�シンポジウム18�
あらためてPEGを見直す

司会 鈴木　裕（国際医療福祉大学病院外科）
伊藤明彦（国立病院機構東近江総合医療センター消化器内科）

■�薬剤師部会パネルディスカッション�
みんなに伝えたい、栄養療法を身につけて
よかったこと

司会

コメンテーター

二村昭彦（藤田医科大学七栗記念病院薬剤課）
室井延之（神戸市民病院機構神戸市立医療センター中央市民病院薬剤部）
鍋谷圭宏（千葉県がんセンター食道・胃腸外科 /NST）
倉田なおみ（昭和大学薬学部社会健康薬学講座社会薬学部門）

■�看護師部会パネルディスカッション�
気づく、繋げる、拡げる、栄養看護　�
～栄養看護の未来を拓く～

司会 井樋涼子（公立八女総合病院看護部）
戸丸悟志（利根中央病院）

■�栄養士・管理栄養士部会パネルディスカッション�
集中治療における栄養管理�
～管理栄養士が現場でできること～

司会 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）
一丸智美（大阪府済生会中津病院栄養部）

■�英語論文の書き方講座 司会 鍋谷圭宏（千葉県がんセンター食道・胃腸外科 /NST）
■�フェローシップ応募者セッション 司会 若林秀隆（横浜市立大学附属市民総合医療センターリハビリテーション科）

坂本八千代（くらしき作陽大学食文化学部栄養学科）
■�要望演題01�
化学療法時の栄養管理

座長 池田健一郎（池田外科 ･消化器内科医院）
槇枝亮子（川崎医科大学附属病院栄養部）

■�要望演題02�
栄養教育の現状と課題

座長 望月弘彦（相模女子大学栄養科学部管理栄養学科）
牧　宏樹（市立甲府病院薬剤部）

■�要望演題03�
循環器疾患の栄養管理

座長 野上哲史（熊本第一病院内科）
西條　豪（大阪労災病院栄養管理部）

■�要望演題04�
緩和医療における栄養療法

座長 奥川喜永（三重大学大学院消化管小児外科学）
室井延之（神戸市立医療センター中央市民病院薬剤部）

■�要望演題05�
重症病態における栄養管理

座長 海塚安郎（製鉄記念八幡病院救急・集中治療部）
清水孝宏（那覇市立病院看護部）
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■�要望演題06�
呼吸器疾患の栄養管理

座長 吉川雅則（奈良県立医科大学附属病院栄養管理部）
吉村芳弘（熊本リハビリテーション病院リハビリテーション科栄養管理部）

■�要望演題07�
脳神経疾患の栄養管理

座長 片山正輝（東京歯科大学市川総合病院脳神経外科）
熊谷直子（横浜市立脳卒中・神経脊椎センター栄養部）

■�要望演題08�
栄養管理における地域連携

座長 白尾一定（JCHO宮崎江南病院外科）
大石雅子（滋慶医療科学大学院大学医療管理学研究科）

■�要望演題09�
消化器疾患の栄養管理

座長 辻川知之（国立病院機構東近江総合医療センター消化器内科）
利光久美子（愛媛大学医学部附属病院栄養部）

■�要望演題10�
小児における栄養管理

座長 曹　英樹（大阪母子医療センター小児外科）
上原秀一郎（日本大学医学部外科学系小児外科学分野）

■�要望演題11�
NST加算の現状と課題

座長 井川　理（京都第二赤十字病院外科）
東敬一朗（医療法人社団浅ノ川浅ノ川総合病院薬剤部）

■�要望演題12�
嚥下障害患者へのアプローチ

座長 前田圭介（愛知医科大学大学院緩和・支持医療学）
栢下　淳（県立広島大学健康科学科）

■�要望演題13�
肝胆膵疾患の栄養管理

座長 瀧藤克也（済生会有田病院）
一瀬真澄（誠光会草津総合病院消化器外科）

■�要望演題14�
腎疾患の栄養管理

座長 馬場重樹（滋賀医科大学医学部附属病院栄養治療部）
菅野丈夫（昭和大学病院栄養科）

■�要望演題15�
周術期における栄養管理�1

座長 大村健二（上尾中央総合病院外科）
海道利実（聖路加国際病院消化器・一般外科）

■�要望演題16�
周術期における栄養管理�2

座長 寺島秀夫（筑波大学医学医療系消化器外科）
水谷雅臣（公立置賜総合病院外科・消化器外科）

■�要望演題17�
周術期における栄養管理�3

座長 佐藤　弘（埼玉医科大学国際医療センター消化器外科）
星野伸夫（滋賀医科大学医学部附属病院薬剤部）

■�一般演題（口演）01�
嚥下障害�1

座長 星　智和（留萌市立病院外科）
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）

■�一般演題（口演）02�
嚥下障害�2

座長 藤本保志（名古屋大学医学部附属病院耳鼻咽喉科）
伊東七奈子（医療法人大誠会内田病院看護部）

■�一般演題（口演）03�
嚥下障害�3

座長 平良明彦（津山中央記念病院内科）
西岡弘晶（神戸市立医療センター中央市民病院総合内科）

■�一般演題（口演）04�
嚥下障害�4

座長 飯干泰彦（りんくう総合医療センター）
中村悦子（社会福祉法人弘和会訪問看護ステーションみなぎ）

■�一般演題（口演）05�
NST�1

座長 篠田純治（トヨタ記念病院内分泌・糖尿病内科）
松原　肇（北里大学薬学部薬物治療学Ⅲ）

■�一般演題（口演）06�
NST�2

座長 靍　知光（社会医療法人雪の聖母会聖マリア病院臨床・教育・研究本部）
添野民江（ブルージュ鶴見中央健康管理室）

■�一般演題（口演）07�
消化器疾患�1

座長 鈴木壱知（医療法人秀和会秀和総合病院消化器病センター）
松本昌美（南和広域医療企業団南奈良総合医療センター消化器内科）

■�一般演題（口演）08�
消化器疾患�2

座長 小川哲史（高崎総合医療センター消化器病センター）
柏本佳奈子（若草第一病院）

■�一般演題（口演）09�
消化器疾患�3

座長 矢永勝彦（東京慈恵会医科大学外科学講座消化器外科分野）
遠藤龍人（岩手医科大学看護学部看護専門基礎講座）

■�一般演題（口演）10�
体組成分析

座長 羽生大記（大阪市立大学大学院生活科学研究科栄養医科学）
谷口靖樹（三重県厚生連三重北医療センター菰野厚生病院薬剤部）

■�一般演題（口演）11�
がん患者の栄養管理�1

座長 三村卓司（社会医療法人緑壮会金田病院外科）
神谷貴樹（滋賀医科大学医学部附属病院薬剤部）

■�一般演題（口演）12�
がん患者の栄養管理�2

座長 守屋智之（埼玉医科大学総合医療センターブレストケア科）
川口美喜子（大妻女子大学家政学部）

■�一般演題（口演）13�
がん患者の栄養管理�3

座長 山代　豊（鳥取赤十字病院外科）
笠師久美子（北海道医療大学薬学部薬学教育推進講座）

■�一般演題（口演）14�
循環器疾患

座長 坂元隆一（静岡市立清水病院診療部リハビリテーション科）
岡田有司（大手前栄養製菓学院専門学校栄養学科）

■�一般演題（口演）15�
栄養デバイス・手技

座長 大石英人（独立行政法人国立病院機構村山医療センター外科）
見戸佐織（箕面市立病院看護局集中治療室）

■�一般演題（口演）16�
脳神経疾患�1

座長 安藤亮一（武蔵野赤十字病院腎臓内科）
瀧川洋史（鳥取大学医学部脳神経内科）

■�一般演題（口演）17�
脳神経疾患�2

座長 森田幸太郎（社会医療法人桑名恵風会桑名病院脳神経外科）
飯田純一（�済生会横浜市南部病院患者サービス・地域連携推進部入退院

支援センター）
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■�一般演題（口演）18�
水・電解質

座長 山内　健（産業医科大学病院小児外科）
阿部浩子（田無病院教育・研究担当）

■�一般演題（口演）19�
呼吸器疾患

座長 柴田佳久（豊橋市民病院外科・肛門外科）
田崎亮子（国家公務員共済組合連合会新別府病院栄養管理室）

■�一般演題（口演）20�
栄養管理における薬物治療

座長 濵田康弘（徳島大学大学院医歯薬学研究部疾患治療栄養学分野）
川崎美紀（茜会昭和病院薬剤部）

■�一般演題（口演）21�
栄養教育

座長 福沢嘉孝（愛知医科大学先制・統合医療包括センター）
梶原克美（近畿大学病院栄養部）

■�一般演題（口演）22�
管理栄養士の病棟配置

座長 藤井映子（甲南女子大学医療栄養学部）
早﨑麻衣子（帝京大学医学部附属病院栄養部）

■�一般演題（口演）23�
肥満の栄養管理

座長 西　理宏（和歌山県立医科大学附属病院病態栄養治療部）
関根里恵（東京大学医学部附属病院病態栄養治療部）

■�一般演題（口演）24�
腎疾患・糖尿病

座長 井端　剛（箕面市立病院糖尿病・内分泌代謝内科）
水谷一寿（洞爺温泉病院薬剤課）

■�一般演題（口演）25�
エネルギー代謝と栄養評価

座長 中村卓郎（公立藤岡総合病院外科）
栗原美香（滋賀医科大学医学部附属病院栄養治療部）

■�一般演題（口演）26�
周術期の栄養管理�1

座長 浅田康行（福井厚生病院外科）
谷口正哲（共和病院内科）

■�一般演題（口演）27�
周術期の栄養管理�2

座長 谷口英喜（済生会横浜市東部病院）
原　拓央（厚生連高岡病院外科）

■�一般演題（口演）28�
周術期の栄養管理�3

座長 岩坂日出男（大分市医師会立アルメイダ病院麻酔科）
堤　理恵（徳島大学大学院医歯薬学研究部代謝栄養学分野）

■�一般演題（口演）29�
経腸栄養�1

座長 水野英彰（悦伝会目白第二病院外科）
布施順子（社会医療法人誠光会草津総合病院栄養部）

■�一般演題（口演）30�
経腸栄養�2

座長 森安博人（南和広域医療企業団五條病院内科）
吉山恭子（原土井病院摂食栄養支援部栄養管理科）

■�一般演題（口演）31�
経腸栄養�3

座長 佐藤　斉（医療法人信愛会日比野病院脳神経外科）
中山　環（独立行政法人国立病院機構紫香楽病院診療部内科栄養管理室）

■�一般演題（口演）32�
PEGと栄養�1

座長 高木正和（静清リハビリテ－ション病院消化器外科）
西口幸雄（大阪市立十三市民病院外科）

■�一般演題（口演）33�
褥瘡と栄養

座長 岡田克之（桐生厚生総合病院皮膚科）
中西直子（滋賀医科大学医学部附属病院栄養治療部）

■�一般演題（口演）34�
静脈栄養（TPN・PPN）

座長 櫻井洋一（千葉県済生会習志野病院外科）
松末美樹（医療法人沖縄徳洲会高砂西部病院看護部）

■�一般演題（口演）35�
ビタミン・微量元素・抗酸化物質�1

座長 湧上　聖（宜野湾記念病院内科）
鈴木彰人（九州保健福祉大学大学院医療薬学研究科臨床薬学第三講座）

■�一般演題（口演）36�
ビタミン・微量元素・抗酸化物質�2

座長 増本幸二（筑波大学医学医療系小児外科）
渡辺　篤（地方独立行政法人広島市立病院機構広島市立安佐市民病院薬剤部）

■�一般演題（口演）37�
ビタミン・微量元素・抗酸化物質�3

座長 福山直人（東京農業大学応用生物科学部栄養科学科臨床栄養学研究室）
林　宏行（日本大学薬学部薬物治療学研究室）

■�一般演題（口演）38�
サルコペニア・フレイル�1

座長 海堀昌樹（関西医科大学附属病院外科）
川畑亜加里（聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院）

■�一般演題（口演）39�
サルコペニア・フレイル�2

座長 飯田洋也（滋賀医科大学外科学講座）
齋藤　務（近畿大学病院リハビリテーション部）

■�一般演題（口演）40�
NST�3

座長 長田俊一（大船中央病院消化器外科）
野田さおり（KKR高松病院看護部）

■�一般演題（口演）41�
NST�4

座長 長沼　篤（国立病院機構高崎総合医療センター消化器内科）
杉浦伸一（同志社女子大学薬学部）

■�一般演題（口演）42�
NST�5

座長 宗本義則（福井県済生会病院外科）
松谷泰男（京都桂病院乳腺科）

■�一般演題（口演）43�
NST�6

座長 寺邊政宏（JA三重厚生連鈴鹿中央総合病院緩和ケア内科）
白木　亮（岐阜大学大学院医学系研究科消化器病態学）

■�一般演題（口演）44�
NSTにおける各職種の役割�1

座長 唐原和秀（独立行政法人国立病院機構西別府病院外科）
岡本智子（札幌保健医療大学保健医療学部栄養学科）

■�一般演題（口演）45�
NSTにおける各職種の役割�2

座長 松山　仁（市立東大阪医療センター消化器外科）
小川祐介（国立病院機構高崎総合医療センター栄養管理室）

■�一般演題（口演）46�
がん患者の栄養評価�1

座長 信岡隆幸（札幌医科大学消化器・総合、乳腺・内分泌外科）
一丸智美（大阪府済生会中津病院栄養部）
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■�一般演題（口演）47�
がん患者の栄養評価�2

座長 土屋　誉（仙台市医療センター仙台オープン病院消化器外科）
山口貞子（東亜大学医療学部健康栄養学科）

■�一般演題（口演）48�
がん患者の栄養評価�3

座長 郡　隆之（利根中央病院外科）
伊藤明美（藤田医科大学病院食養部）

■�一般演題（口演）49�
緩和ケアと栄養療法

座長 田中俊行（高崎総合医療センター外科（緩和医療科））
井樋涼子（公立八女総合病院看護部）

■�一般演題（口演）50�
ICU・救急患者の栄養管理�1

座長 山田知輝（大阪警察病院ER・救命救急科）
宮澤　靖（東京医科大学病院栄養管理科）

■�一般演題（口演）51�
ICU・救急患者の栄養管理�2

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）
真壁　昇（関西電力病院疾患栄養治療センター）

■�一般演題（口演）52�
小児の栄養管理

座長 米倉竹夫（近畿大学奈良病院小児外科）
鈴木恭子（静岡県立こども病院栄養管理室）

■�一般演題（口演）53�
口腔ケア（歯科との連携）1

座長 藤井　航（九州歯科大学歯学部口腔保健学科多職種連携教育ユニット）
竹腰加奈子（藤田医科大学七栗記念病院看護部）

■�一般演題（口演）54�
口腔ケア（歯科との連携）2

座長 藤本篤士（札幌西円山病院歯科）
稲月　摂（大阪大学歯学部附属病院看護部）

■�一般演題（口演）55�
半固形化栄養・ミキサー食

座長 合田文則（千里リハビリテーション病院／橋本病院）
榎　裕美（愛知淑徳大学健康医療科学部健康栄養学科）

■�一般演題（口演）56�
地域連携・在宅栄養�1

座長 川瀨義久（公立陶生病院外科）
大久保恵子（製鉄記念八幡病院地域医療・情報センター）

■�一般演題（口演）57�
地域連携・在宅栄養�2

座長 石川敦子（野村医院）
坂本八千代（くらしき作陽大学食文化学部栄養学科）

■�一般演題（口演）58�
地域連携・在宅栄養�3

座長 児玉佳之（医療法人社団佳生会こだま在宅内科緩和ケアクリニック診療部）
名德倫明（大阪大谷大学薬学部実践医療薬学講座）

■�一般演題（口演）59�
化学療法・放射線治療と栄養�1

座長 田部井功（東京慈恵会医科大学附属第三病院外科）
福原真美（天理よろづ相談所病院看護部）

■�一般演題（口演）60�
化学療法・放射線治療と栄養�2

座長 森　直治（愛知医科大学大学院医学研究科緩和・支持医療学）
松本史織（社団法人愛生会山科病院栄養科）

■�一般演題（口演）61�
化学療法・放射線治療と栄養�3

座長 深柄和彦（東京大学医学部附属病院手術部）
片岡祐一（北里大学医学部救命救急医学）

■�一般演題（口演）62�
PEGと栄養�2

座長 倉　敏郎（町立長沼病院内科消化器科）
山田圭子（愛生会山科病院医療連携センター入退院管理室）

■�一般演題（口演）63�
周術期の栄養管理�4

座長 石橋生哉（公立八女総合病院）
桂　長門（藤田医科大学医学部外科・緩和医療学講座）

■�一般演題（口演）64�
周術期の栄養管理�5

座長 根津理一郎（西宮市立中央病院外科）
斎野容子（独立行政法人地域医療機能推進機構横浜中央病院栄養管理室）

■�一般演題（口演）65�
リハビリ栄養�1

座長 若林秀隆（横浜市立大学附属市民総合医療センターリハビリテーション科）
嶋津さゆり（熊本リハビリテーション病院栄養管理部）

■�一般演題（口演）66�
リハビリ栄養�2

座長 野原幹司（大阪大学大学院歯学研究科顎口腔機能治療学教室）
吉村由梨（医療法人社団刀圭会協立病院診療技術部栄養課）

■�一般演題（口演）67�
リハビリ栄養�3

座長 荒金英樹（愛生会山科病院外科）
森みさ子（聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院救命救急センター）

■�一般演題（口演）68�
サルコペニア・フレイル�3

座長 長谷川正光（高浜豊田病院外科）
浅田宗隆（松下記念病院地域包括ケア病棟）

■�一般演題（口演）69�
サルコペニア・フレイル�4

座長 川口　巧（久留米大学医学部内科学講座消化器内科部門）
西岡心大（長崎リハビリテーション病院人材開発部・栄養管理室）

■�一般演題（口演）70�
サルコペニア・フレイル�5

座長 伊藤彰博（藤田医科大学外科・緩和医療学講座）
鞍田三貴（武庫川女子大学生活環境学部食物栄養学科）

■�一般演題（ポスター）01�
褥瘡と栄養�1

座長 秋山和宏（東葛クリニック病院消化器外科）
伊藤美智子（社会福祉法人一誠会第二偕楽園ホーム訪問看護ステーション）

■�一般演題（ポスター）02�
褥瘡と栄養�2

座長 井澤幸子（愛知学院大学心身科学部健康栄養学科）
永井祥子（愛媛大学医学部附属病院栄養部）

■�一般演題（ポスター）03�
消化器疾患�1

座長 光吉　明（市立大津市民病院外科・消化器外科・乳腺外科）
井谷智尚（神戸市立西神戸医療センター消化器内科）

■�一般演題（ポスター）04�
循環器疾患

座長 鈴木宏昌（帝京平成大学健康メディカル学部医療科学科）
富田真佐子（昭和大学保健医療学部看護学科）

■�一般演題（ポスター）05�
脳神経疾患�1

座長 池田尚人（昭和大学江東豊洲病院脳血管センター、脳神経外科）
松尾晴代（鹿児島市医師会病院）
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■�一般演題（ポスター）06�
腎疾患

座長 磯﨑泰介（いそざきファミリークリニック内科腎臓内科）
荻野　晃（トーカイ薬局中津川市民病院前店）

■�一般演題（ポスター）07�
地域連携・在宅栄養�1

座長 渡邉誠司（伊豆医療福祉センター小児科）
岩﨑日香（公益財団法人健和会大手町病院師長室）

■�一般演題（ポスター）08�
栄養教育�1

座長 尾花和子（埼玉医科大学小児外科）
徳永圭子（�独立行政法人地域医療機能推進機構東京山手メディカルセンター

栄養管理室）
■�一般演題（ポスター）09�
緩和ケアと栄養療法�1

座長 村井美代（藤田医科大学医学部外科・緩和医療学講座）
倉本敬二（国際医療福祉大学薬学部）

■�一般演題（ポスター）10�
栄養管理における薬物治療

座長 七種伸行（久留米大学医学部外科学講座小児外科部門）
林　勝次（株式会社麻生飯塚病院薬剤部）

■�一般演題（ポスター）11�
嚥下障害�1

座長 島﨑　信（国保関ヶ原診療所内科）
柴﨑美紀（杏林大学保健学部看護学科在宅看護学）

■�一般演題（ポスター）12�
周術期の栄養管理�1

座長 平山一久（静岡市立清水病院外科）
上島順子（NTT東日本関東病院栄養部）

■�一般演題（ポスター）13�
がん患者の栄養評価�1

座長 瀬下明良（東京医科大学消化器・小児外科分野）
岡本康子（愛知学泉大学家政学部管理栄養学科）

■�一般演題（ポスター）14�
がん患者の栄養管理�1

座長 武元浩新（公立学校共済組合近畿中央病院外科）
戸丸悟志（利根保健生協利根中央病院看護部）

■�一般演題（ポスター）15�
NST�1

座長 吉野浩之（群馬大学教育学部障害児教育講座）
関本　司（北小田原病院薬局）

■�一般演題（ポスター）16�
NST�2

座長 川﨑英二（新古賀病院糖尿病センター）
長瀬まり（旭川赤十字病院医療技術部栄養課）

■�一般演題（ポスター）17�
エネルギー代謝と栄養評価・体組成分析�1

座長 池松禎人（十善会病院外科）
中村文隆（手稲渓仁会病院外科）

■�一般演題（ポスター）18�
PEGと栄養

座長 日下部俊朗（医療法人東札幌病院消化器内科）
長岡康裕（医療法人東札幌病院内科）

■�一般演題（ポスター）19�
リハビリ栄養�1

座長 郷間　厳（堺市立総合医療センター呼吸器疾患センター／呼吸器内科）
助金　淳（医療法人信愛会日比野病院地域連携部）

■�一般演題（ポスター）20�
リハビリ栄養�2

座長 古川勝規（千葉大学大学院臓器制御外科学）
丸山常彦（東京医科大学茨城医療センター消化器外科）

■�一般演題（ポスター）21�
口腔ケア（歯科との連携）1

座長 平岡慎一郎（大阪大学大学院歯学研究科口腔外科学第一教室）
高坂陽子（医療法人大誠会内田病院口腔衛生）

■�一般演題（ポスター）22�
小児の栄養管理

座長 北原修一郎（長野赤十字病院小児外科）
田附裕子（大阪大学小児成育外科）

■�一般演題（ポスター）23�
糖尿病・肥満の栄養管理

座長 藤本美香（近畿大学メディカルサポートセンター）
西田　香（滋賀医科大学医学部附属病院栄養治療部）

■�一般演題（ポスター）24�
周術期の栄養管理�2

座長 石井　要（公立松任石川中央病院外科）
篠永　浩（三豊総合病院薬剤部）

■�一般演題（ポスター）25�
ICU・救急患者の栄養管理�1

座長 巽　博臣（札幌医科大学医学部集中治療医学）
水野文夫（城西大学薬学部医療栄養学科）

■�一般演題（ポスター）26�
NST�3

座長 渡瀬　誠（厚生会第一病院外科）
篠木敬二（箕面市立病院医療技術局栄養部）

■�一般演題（ポスター）27�
NST�4

座長 藤村　隆（富山市民病院外科）
小島正継（滋賀医科大学医学部外科学講座）

■�一般演題（ポスター）28�
ビタミン・微量元素・抗酸化物質�1

座長 中島信久（琉球大学医学部附属病院地域医療部）
佐藤千秋（昭和大学藤が丘病院臨床病理検査室）

■�一般演題（ポスター）29�
静脈栄養（TPN・PPN）1

座長 田原　浩（国家公務員共済組合連合会呉共済病院外科）
松永典子（長崎大学病院薬剤部）

■�一般演題（ポスター）30�
静脈栄養（TPN・PPN）2

座長 目黒英二（社会福祉法人函館厚生院ななえ新病院内科）
田尻ゆかり（近畿大学病院看護部）

■�一般演題（ポスター）31�
経腸栄養�1

座長 山下智省（JCHO下関医療センター消化器内科）
髙﨑美幸（医療法人社団三喜会鶴巻温泉病院栄養サポート室）

■�一般演題（ポスター）32�
サルコペニア・フレイル�1

座長 天野良亮（大阪市立大学肝胆膵外科学）
池　夏希（藤田医科大学病院食養部）

■�一般演題（ポスター）33�
半固形化栄養・ミキサー食

座長 明石哲郎（済生会福岡総合病院内科）
井上　真（社会医療法人敬和会大分岡病院薬剤部）

■�一般演題（ポスター）34�
栄養デバイス・手技

座長 志賀英敏（帝京大学ちば総合医療センター救急集中治療センター）
石井信二（久留米大学病院外科学講座小児外科部門）
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■�一般演題（ポスター）35�
地域連携・在宅栄養�2

座長 福本弘二（静岡県立こども病院外科）
谷口めぐみ（みんなのかかりつけ訪問看護ステーション緑）

■�一般演題（ポスター）36�
緩和ケアと栄養療法�2

座長 古屋智規（秋田大学大学院医学系研究科救急集中治療医学講座）
草間大生（国家公務員共済組合連合会三宿病院栄養科）

■�一般演題（ポスター）37�
栄養教育�2

座長 長浜雄志（国家公務員共済組合連合会九段坂病院外科）
後藤　渉（社会医療法人製鉄記念八幡病院薬剤部）

■�一般演題（ポスター）38�
嚥下障害�2

座長 村松博士（留萌市立病院消化器内科）
塩濱奈保子（済生会京都府病院栄養科）

■�一般演題（ポスター）39�
嚥下障害�3

座長 大原寛之（藤田医科大学医学部外科・緩和医療学講座）
栢下淳子（広島修道大学健康科学部健康栄養学科）

■�一般演題（ポスター）40�
嚥下障害�4

座長 北川一智（京都九条病院消化器外科、臨床栄養部）
永野彩乃（西宮協立脳神経外科病院看護部）

■�一般演題（ポスター）41�
嚥下障害�5

座長 西村智子（西陣病院内科）
谷口裕重（朝日大学歯学部障害者歯科学分野）

■�一般演題（ポスター）42�
NSTにおける各職種の役割�1

座長 倉科憲太郎（自治医科大学消化器一般外科）
園井みか（岡山大学病院周術期管理センター）

■�一般演題（ポスター）43�
NSTにおける各職種の役割�2

座長 WONG�TOH�YOON（広島共立病院内科）
市川佳孝（群馬大学医学部附属病院）

■�一般演題（ポスター）44�
NSTにおける各職種の役割�3

座長 岡本耕一（防衛医科大学校外科）
大川浩子（金沢赤十字病院薬剤部）

■�一般演題（ポスター）45�
周術期の栄養管理�3

座長 八木　実（久留米大学医学部外科学講座小児外科部門）
朝倉之基（東海大学医学部付属病院看護部 ICU/CCU）

■�一般演題（ポスター）46�
周術期の栄養管理�4

座長 浅桐公男（雪の聖母会聖マリア病院小児外科）
小西尚美（兵庫医科大学病院看護部）

■�一般演題（ポスター）47�
ICU・救急患者の栄養管理�2

座長 加治　建（鹿児島大学大学病院総合臨床研修センター）
生島繁樹（�地方独立行政法人奈良県立病院機構奈良県総合医療センター

薬剤部）
■�一般演題（ポスター）48�
NST�5

座長 山下芳典（�国立病院機構呉医療センター・中国がんセンター臨床研究部 /
呼吸器外科）

種村陽子（東京慈恵会医科大学葛飾医療センター栄養部）
■�一般演題（ポスター）49�
NST�6

座長 天野晃滋（大阪市立総合医療センター緩和医療科）
北岡陸男（香川大学医学部附属病院臨床栄養部）

■�一般演題（ポスター）50�
NST�7

座長 杉山彰英（昭和大学横浜市北部病院こどもセンター小児外科）
福士朝子（東京慈恵会医科大学附属病院栄養部）

■�一般演題（ポスター）51�
静脈栄養（TPN・PPN）3

座長 平野勝康（市立輪島病院外科）
大里恭章（八尾徳洲会総合病院薬剤部）

■�一般演題（ポスター）52�
経腸栄養�2

座長 加藤弘幸（尾鷲総合病院外科）
樋島　学（�医療法人社団和光会総合川崎臨港病院／�

株式会社キャピタルメディカ）
■�一般演題（ポスター）53�
サルコペニア・フレイル�2

座長 鈴木大亮（千葉大学医学部附属病院臓器制御外科学）
茨木あづさ（街かど保健室訪問看護ステーション街家）

■�一般演題（ポスター）54�
消化器疾患�2

座長 木暮道彦（公立藤田総合病院外科）
小倉秀美（独立行政法人地域医療機能推進機構下関医療センター薬剤部）

■�一般演題（ポスター）55�
褥瘡と栄養�3

座長 清水敦哉（済生会松阪総合病院内科）
長尾晶子（広島大学病院栄養管理部）

■�一般演題（ポスター）56�
脳神経疾患�2

座長 朝川貴博（社会医療法人雪の聖母会聖マリア病院栄養支援管理部）
杉田尚寛（株式会社スパーテル /医薬品情報室）

■�一般演題（ポスター）57�
がん患者の栄養管理�2

座長 内田信之（原町赤十字病院外科）
鈴木慶介（台東区立台東病院薬剤室）

■�一般演題（ポスター）58�
がん患者の栄養評価�2

座長 川崎成郎（東京都予防医学協会消化器診断部）
北　英士（大分県厚生連鶴見病院薬剤科）

■�一般演題（ポスター）59�
化学療法・放射線治療と栄養

座長 毛利靖彦（三重県立総合医療センター外科）
北川博之（高知大学医学部外科学講座外科1）

■�一般演題（ポスター）60�
NST�8

座長 佐野　渉（厚生連上都賀総合病院外科）
上葛義浩（藤田医科大学病院薬剤部）

■�一般演題（ポスター）61�
エネルギー代謝と栄養評価・体組成分析�2

座長 居石哲治（久留米大学医学部消化器内科）
奥村仙示（徳島大学大学院医歯薬学研究部医科栄養学科・臨床食管理学分野）

■�一般演題（ポスター）62�
ビタミン・微量元素・抗酸化物質�2

座長 廣野靖夫（福井大学医学部附属病院がん診療推進センター）
中村直人（公立陶生病院医療技術局薬剤部）
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■�一般演題（ポスター）63�
経腸栄養�3

座長 赤津裕康（名古屋市立大学大学院医学系研究科地域医療教育学）
堀田直樹（増子記念病院肝臓内科）

■�一般演題（ポスター）64�
リハビリ栄養�3

座長 小林英史（八女リハビリ病院小児外科）
豊田義貞（株式会社龍生堂本店地域医療連携室）

■�一般演題（ポスター）65�
口腔ケア（歯科との連携）2

座長 津田豪太（聖隷佐倉市民病院耳鼻咽喉科・摂食嚥下センター）
金久弥生（明海大学保健医療学部口腔保健学科）

■�一般演題（ポスター）66�
呼吸器疾患

座長 竹林克士（滋賀医科大学外科学講座消化器乳腺一般外科）
丘　龍祥（山形大学医学部附属病院医療安全管理部）

■�スポンサードシンポジウム01�
臨床の立場からみた新たな流動食の可能性　�
最近のトレンド

司会 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）

■�第 14回 PTEGハンズオンセミナー 司会 中村光成（医療法人成風舎西原クリニック）
■�学術セミナー01 座長 三原千惠（日比野病院）
■�学術セミナー02 座長 東口髙志（藤田医科大学医学部外科・緩和医療学講座）
■�学術セミナー03 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）
■�学術セミナー04 座長 讃井將満（自治医科大学附属さいたま医療センター麻酔科・集中治療部）
■�学術セミナー05 座長 鷲澤尚宏（東邦大学医療センター大森病院栄養治療センター）
■�学術セミナー06 座長 原田範雄（京都大学大学院医学研究科糖尿病・内分泌・栄養内科学）
■�学術セミナー07 座長 飯島正平（大阪国際がんセンター栄養腫瘍科）
■�学術セミナー08 座長 松谷泰男（京都桂病院乳腺科）
■�学術セミナー09 座長 辻川知之（東近江総合医療センター消化器内科）
■�学術セミナー10 座長 鍋谷圭宏（千葉県がんセンター食道・胃腸外科）
■�学術セミナー11 座長 海道利実（聖路加国際病院消化器・一般外科）
■�学術セミナー12 座長 東口髙志（藤田医科大学医学部外科・緩和医療学講座）
■�学術セミナー13 座長 鷲澤尚宏（東邦大学医療センター大森病院栄養治療センター）
■�学術セミナー14 座長 宮澤　靖（東京医科大学病院）
■�学術セミナー15 座長 髙木智久（京都府立医科大学消化器内科）
■�学術セミナー16 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）
■�学術セミナー17 座長 岡田晋吾（医療法人社団守一会北美原クリニック理事長）
■�学術セミナー18 座長 奥山宏臣（大阪大学小児成育外科学）
■�学術セミナー19 座長 白木　亮（岐阜大学大学院医学系研究科消化器病態学）
■�学術セミナー20 座長 藤本篤士（医療法人渓仁会札幌西円山病院歯科診療部）
■�学術セミナー21 座長 比企直樹（北里大学医学部上部消化管外科学）
■�学術セミナー22 座長 田中芳明（久留米大学病院医療安全管理部）
　 　 　


