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記念講演・特別講演

理事長講演	 第1会場	 2月27日（木）	13:20～14:00

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）

� �伝統は革新の上に建つ！�－JSPENの過去・現在・未来－

一般社団法人　日本臨床栄養代謝学会　理事長
東口髙志

会長講演	 第1会場	 2月27日（木）	 9:00～9:30

司会：東口髙志（�藤田医科大学　外科・緩和医療学講座）

� �エビデンスに基づく栄養療法の実践　－臨床と研究の接点－

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
佐々木雅也

葛西森夫記念講演	 第1会場	 2月27日（木）	10:30～11:30

司会：宇佐美眞（�甲南女子大学　医療栄養学部）

� �おいしさの科学：油脂嗜好からダシのうま味嗜好への回帰を考える

龍谷大学農学部食品栄養学科
伏木　亨

武藤輝一記念教育講演	 第1会場	 2月27日（木）	14:10～15:10

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）

� �腸内環境に基づく層別化医療・ヘルスケアがもたらす未来

慶應義塾大学先端生命科学研究所／神奈川県立産業技術総合研究所／筑波大学医学医療系／ 
株式会社メタジェン
福田真嗣

特別講演01	 第1会場	 2月27日（木）	 9:30～10:30

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）

� �持続可能な社会の創造と日本の栄養

神奈川県立保健福祉大学
中村丁次
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特別講演02	 第1会場	 2月28日（金）	15:50～16:30

司会：平田公一（�JR札幌病院）

� �いま改めて考える消化器外科手術と周術期管理

千葉県がんセンター　食道・胃腸外科／栄養サポートチーム（NST）
鍋谷圭宏

特別講演03	 第1会場	 2月28日（金）	16:40～17:40

司会：山中英治（�若草第一病院　外科）

� �日本人の食事摂取基準（2020年版）：策定のポイントと活用方法

東京大学大学院医学系研究科
佐々木敏

受賞講演

小越章平記念Best	Paper	in	The	Year受賞講演	 第6会場	 2月28日（金）	 9:35～10:05

司会・プレゼンター：山中英治（�若草第一病院　外科）

� �Circulating�miR-203�Derived�From�Metastatic�Tissues�Promotes�
Myopenia�in�Colorectal�Cancer�Patients

三重大学大学院　消化管小児外科学　消化管・小児外科 1）、 
Department of Biochemistry and Cell Biology, School of Medicine, Kyungpook National 
University, Daegu, Korea 2）、伊賀市立上野総合市民病院　外科 3）、 
Center for Gastrointestinal Research, Center for Translational Genomics and Oncology, Baylor Scott 
& White Research Institute, Charles A. Sammons Cancer Center, Baylor University Medical Center, 
Dallas, TX, USA 4）、 
Academic Unit of Surgery, School of Medicine, University of Glasgow, Glasgow Royal Infirmary, 
Glasgow, UK 5）

奥川喜永�1）、問山裕二�1）、Hur�Keun�2）、藤川裕之�1）、三木誓雄�3）、Goel�Ajay�4）、McMillan�Donald�C�5）、
楠　正人�1）

大柳治正記念学術振興アワード受賞講演	 第6会場	 2月28日（金）	14:30～15:30

司会：山中英治（�若草第一病院　外科）
プレゼンター：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）

� �脂肪乳剤粒子のアポリポ蛋白結合機構と血管内代謝

長島中央病院
入山圭二

� �脂肪酸投与の意義

甲南女子大学医療栄養学部医療栄養学科
宇佐美眞
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� �脂肪乳剤の個別化投与速度設計：母集団薬物動態解析によるmodeling�&�simulation

神戸学院大学　薬学部
福島恵造

実験研究助成金受賞講演	 第12会場	 2月28日（金）	14:30～15:00

司会：鈴木　裕（�国際医療福祉大学病院　外科）

� �大腸癌におけるCancer-induced�Cachexia�のエピジェネティックな因子の解明と制
御

三重大学大学院　消化管小児外科学　消化管・小児外科 1）、三重県立総合医療センター　外科 2）、
医療法人　平郁会 3）

奥川喜永�1）、問山裕二�1）、藤川裕之�1）、毛利靖彦�2）、三木誓雄�3）、楠　正人�1）

JSPENスカラーシップ賞受賞者講演	 第12会場	 2月28日（金）	15:05～15:35

司会：鈴木　裕（�国際医療福祉大学病院　外科）

� �造血幹細胞移植患者における栄養摂取不良予測因子の探索

滋賀医科大学医学部附属病院薬剤部 1）、立命館大学薬学部 2）、 
滋賀医科大学医学部附属病院栄養治療部 3）、滋賀医科大学医学部看護学科基礎看護学講座 4）

神谷貴樹�1）、平　大樹�1,2）、星野伸夫�1）、栗原美香�3）、寺田智祐�1）、佐々木雅也�3,4）

フェローシップ受賞者講演	 第6会場	 2月28日（金）	10:05～10:35

司会：三原千惠（�日比野病院）

� �滅菌密閉型容器使用下での経腸栄養持続投与時の細菌汚染の検証：前向き介入研究

国立病院機構　東京医療センター　救命救急センター
畠山淳司

海外招聘講演

海外招聘講演	01	 第6会場	 2月27日（木）	14:10～15:10

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）

E-01-1� �Do�Current�Strategies�for�Optimal�Nutritional�Therapy�Support�Gut�
Defenses�and�the�Intestinal�Microbiome?

Department of Medicine, the University of Louisville School of Medicine, USA
Stephen�A.�McClave

共催：ネスレ日本株式会社　ネスレ�ヘルスサイエンス�カンパニー
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海外招聘講演	02	 第6会場	 2月27日（木）	16:20～17:20

司会：木村　理（�東都春日部病院／�山形大学　名誉教授）

E-02-1� �Current�situation�of�nutritional�management�in�PENSA/Asia�including�
GLIM�Criteria�dissemination�and�infiltration

Society of Parenteral and Enteral Nutrition of Thailand (SPENT)／Organizing Committee 
of 2020 Parenteral and Enteral Nutrition of Asia (PENSA) Congress
Preyanuj�Yamwong

海外招聘講演	03	 第6会場	 2月28日（金）	 8:30～9:30

司会：東口髙志（�藤田医科大学　外科・緩和医療学講座）

E-03-1� �GLIM�criteria�and�sarcopenic�obesity

European Society for Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN)
Rocco�Barazzoni

共催：ネスレ日本株式会社　ネスレ�ヘルスサイエンス�カンパニー

海外招聘講演	04	 第6会場	 2月28日（金）	10:40～11:40

司会：深柄和彦（�東京大学医学部附属病院手術部）

E-04-1� �Clinical�Investigation�and�Management�of�Trace�Element�Deficiency�in�
At-Risk�Patients:�Current�Knowledge�and�Controversies

American Society for Parenteral and Enteral Nutrition (ASPEN)
Lingtak-Neander�Chan

海外招聘講演	05	 第6会場	 2月28日（金）	15:35～16:35

司会：福島亮治（�帝京大学医学部　外科学講座）

E-05-1� �Nutritional�support�of�the�critically�ill

Department of General Intensive Care, Institute for Nutrition Research, Rabin Medical 
Center, Beilinson Hospital, Affiliated to the Sackler School of Medicine, Tel Aviv 
University, Israel
Pierre�Singer

共催：ミヤリサン製薬株式会社

教育講演

教育講演01	 第2会場	 2月27日（木）	 9:20～10:20

司会：小山　諭（�新潟大学大学院保健学研究科）

ED-01� �サルコペニアの病態と治療

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
葛谷雅文
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教育講演02	 第2会場	 2月27日（木）	10:20～11:20

司会：福田能啓（�医療法人協和会　第二協立病院）

ED-02� �炎症性腸疾患の病態と治療　�
－最新のトピックス－

東邦大学医療センター佐倉病院IBDセンター
鈴木康夫

教育講演03	 第2会場	 2月27日（木）	15:40～16:40

司会：犬飼道雄（�岡山済生会総合病院）

ED-03� �臨床研究の組み立て方と進め方ー倫理申請から論文執筆までー

滋賀医科大学　臨床研究開発センター
久津見弘

教育講演04	 第2会場	 2月27日（木）	16:45～17:45

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）

ED-04� �食物アレルギー�up�to�date

同志社女子大学生活科学部食物栄養科学科・大学院生活科学研究科
伊藤節子

教育講演05	 第2会場	 2月28日（金）	 8:30～9:30

司会：竹山廣光（�三重北医療センター）

ED-05� �周術期栄養管理のup�to�date

帝京大学　医学部　外科学講座
福島亮治

教育講演06	 第2会場	 2月28日（金）	 9:35～10:35

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）

ED-06� �消化管機能と栄養療法

製鉄記念広畑病院
木下芳一

教育講演07	 第2会場	 2月28日（金）	10:40～11:40

司会：長谷部正晴（�古川橋病院　外科）

ED-07� �スポーツ栄養学研究の最前線

高崎健康福祉大学
木村典代
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特別プログラム

NSTフォーラム講演	 第1会場	 2月28日（金）	14:50～15:40

司会：東口髙志（�藤田医科大学　外科・緩和医療学講座）

� �社会保障改革の展望�～2040年を見据えて～
厚生労働事務次官
鈴木俊彦

NSTフォーラム	 第1会場	 2月27日（木）	15:20～17:20

司会：中瀬　一（�北杜市立甲陽病院　外科）
司会：野田さおり（�国家公務員共済組合連合会　高松病院）
コメンテーター：東口髙志（�藤田医科大学　外科・緩和医療学講座）

「極めよう！NSTの進むべき道」

NST-1� �超高齢社会における「食と栄養」の重要性を考える�ー医学モデルとしての栄養ケア、社会モデルとしての食支援―
医療法人社団　悠翔会
佐々木淳

NST-2� �地域中核病院でのNST活動を通じて見えてきた世界
原町赤十字病院 外科
内田信之

NST-3� �NST稼働10年。今、振り返りそして未来を模索する
公立置賜総合病院　外科・消化器外科／公立置賜総合病院　NST
水谷雅臣

NST-4� �大規模医学部付属病院における全科型NSTの活動状況とその効果
藤田医科大学病院NST 1）、藤田医科大学医学部外科・緩和医療学講座 2）

桂　長門 1,2）、東口髙志 1,2）、濱本憲佳 1）、村井美代 1,2）、大原寛之 1,2）、川崎　俊 1,2）、山下通教 1,2）、岡本英美子 1）、
大西真理子 1）、蟹江孝樹 1）、齊藤由紀 1）

NST-5� �大学病院における全科型NST活動の現状とその成果
滋賀医科大学医学部附属病院NST
佐々木雅也、馬場重樹、飯田洋也、小島正継、竹林克士、村尾拓哉、中村圭吾、村上翔子、栗原美香、安原祥子、
神谷貴樹、堀江美弥、星野伸夫、和田あゆみ、篠原絵里、藤村博和、辰巳翔基、山下朋子、岡田信子、植田道子、
福永恵美子、吉田奈央、苗村真由子

シンポジウム・パネルディスカッション

特別シンポジウム	 第1会場	 2月28日（金）	10:00～11:30

司会：田中茂穂（�医薬基盤・健康・栄養研究所）
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）

「エネルギー代謝と栄養療法　－基礎から臨床へ－」

SSY-1� �基調講演�
臨床応用のためのエネルギー消費量測定の基礎
医薬基盤・健康・栄養研究所
田中茂穂

SSY-2� �外科侵襲下のエネルギー代謝と栄養療法の意義
新潟大学大学院保健学研究科
小山　諭
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SSY-3� �内科の立場から�-肝疾患を中心に-
岐阜大学大学院医学系研究科消化器病態学
白木　亮

SSY-4� �「救急の立場から」：重症病態急性期の栄養療法における患者個別性
製鉄記念八幡病院　救急・集中治療部
海塚安郎

SSY-5� �管理栄養士の立場からみたエネルギー代謝測定の意義
滋賀医科大学医学部附属病院栄養治療部
栗原美香、土田侑奈、新主彩香、安原祥子、西田　香、大井彰子、中西直子、馬場重樹、佐々木雅也

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	 第12会場	 2月27日（木）	15:20～16:50

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

「外科感染症と栄養管理」

JS1-1� �周術期等口腔機能管理患者の現状について
帝京大学ちば総合医療センター歯科口腔外科
花上伸明

JS1-2� �消化器外科手術における外科感染症と栄養管理
東北労災病院　大腸肛門外科 1）、東北労災病院　外科 2）、東北労災病院　栄養管理室 3）

高橋賢一 1）、羽根田祥 1）、伊藤有紀子 3）、徳村弘実 2）、成島陽一 2）、西條文人 2）、松村直樹 2）、武藤満完 2）、
松田泰史 2）、佐藤　馨 2）、佐藤亜美 2）、名久井佑子 2）

JS1-3� �感染症予防に役立つ栄養の力～投与ルートからみたそのパワーの考察～
東京大学医学部附属病院手術部
村越　智、深柄和彦

JS1-4� �重症患者における栄養管理～最近のコントロバシー
広島大学大学院医系科学研究科救急集中治療医学
志馬伸朗

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	
	 第12会場	 2月27日（木）	16:50～18:20

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）

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）

「臨床の現場における腸内フローラと宿主の関わり」

JS2-1� �腸内細菌の成り立ちと疾病との関係
広島大学病院感染症科
大毛宏喜

JS2-2� �薬剤耐性菌と腸内細菌叢
聖マリアンナ医科大学感染症学講座
國島広之

JS2-3� �プロバイオティクス・プレバイオティクスの臨床応用とその効果
久留米大学医学部外科学講座小児外科部門 1）、久留米大学病院医療安全管理部 2）

橋詰直樹 1）、田中芳明 1,2）、八木　実 1）

JS2-4� �消化器疾患と腸内細菌叢との関わり
滋賀医科大学医学部附属病院栄養治療部
馬場重樹、佐々木雅也
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日本膵臓学会／日本臨床栄養代謝学会　合同シンポジウム	 第4会場	 2月28日（金）	14:40～16:10

司会：竹山宜典（�近畿大学医学部外科学教室　肝胆膵外科）
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）

「膵疾患の栄養管理　―最近の進歩と課題―」

JS3-1� �慢性膵炎患者の内外分泌機能把握と栄養管理
京都府立医科大学医学部医学科 消化器内科
阪上順一、片岡慶正、保田宏明、十亀義生、加藤隆介、土井俊文、三宅隼人、諏訪兼敏、提中克幸、髙田智規、
小山有季、竹村圭祐、澤井裕貴、鈴木教久、伊藤義人

JS3-2� �膵癌集学的治療時代におけるNSTの役割
大阪市立大学大学院　外科学講座　肝胆膵外科学 1）、大阪市立大学医学部附属病院　栄養部 2）、
大阪市立大学大学院　外科学講座　消化器外科学 3）

天野良亮 1）、花山佳子 2）、大平雅一 3）

JS3-3� �膵頭十二指腸切除術における栄養管理—最近の進歩と課題
千葉大学大学院　臓器制御外科学
古川勝規、鈴木大亮、大塚将之

JS3-4� �膵全摘後の栄養障害とその対策
近畿大学医学部　外科　肝胆膵部門 1）、近畿大学医学部　内分泌・代謝・糖尿病内科 2）

亀井敬子 1）、松本逸平 1）、吉田雄太 1）、川口晃平 1）、村瀬貴昭 1）、里井俊平 1）、武部敦志 1）、庭野史丸 2）、
廣峰義久 2）、中居卓也 1）、池上博司 2）、竹山宜典 1）

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	 第4会場	 2月28日（金）	16:10～17:40

司会：木田圭亮（�聖マリアンナ医科大学　薬理学）
司会：野上哲史（�熊本第一病院）

「心不全の栄養管理」

JS4-1� �心不全における栄養障害の位置づけ
鳥取大学医学部病態情報内科
山本一博

JS4-2� �心不全の栄養管理とは？他疾患と何が異なるのか
群馬大学医学部附属病院　総合外科学講座循環器外科 1）、群馬大学医学部附属病院　NST 2）、
群馬大学医学部附属病院　臨床検査医学 3）、群馬大学医学部附属病院　内分泌糖尿病内科 4）

立石　渉 1,2）、吉田聖子 2）、斎藤恭代 2）、坂上京子 2）、忠谷彩花 2）、渡口泰友 2）、齊賀桐子 2）、川野雅嗣 2）、
長峰　歩 2）、常川勝彦 2,3）、山田英二郎 2,4）、山田正信 2,4）

JS4-3� �心不全患者における栄養サポートの必要性　—なぜ、心不全の栄養管理が重要なのかー
慶應義塾大学病院　看護部
中野直美

JS4-4� �心不全の栄養管理における今後の課題
聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院循環器内科 1）、聖マリアンナ医科大学薬理学 2）、
聖マリアンナ医科大学循環器内科 3）

鈴木規雄 1）、木田圭亮 2）、明石嘉浩 3）

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	
	 第7会場	 2月28日（金）	16:10～17:40

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）

「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」

JS5-1� �腎障害患者の人工栄養管理（主に静脈投与）における蛋白源投与の在り方と制度を含む現状について
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
飯島正平
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JS5-2� �腎代替療法を要した重症患者に対する積極的なアミノ酸製剤投与の試み
兵庫医科大学救急災害医学
白井邦博、滿保直美、長谷川佳奈、新田　翔、坂田寛之、小林智行、小濱圭祐、宮脇淳志、大屋宗彦、平田淳一

JS5-3� �透析患者に対する経静脈栄養の注意点
大阪大学大学院医学系研究科腎臓内科学 1）、東京医科大学 2）、東京女子医科大学 3）、新潟大学 4）、北里大学 5）、
東京慈恵会医科大学 6）

猪阪善隆 1）、菅野義彦 2）、花房規男 3）、細島康宏 4）、長井美穂 2）、吉田朋子 5）、湯浅　愛 6）

� �特別発言
秀和総合病院　一般外科
五関謹秀

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	
	 第11会場	 2月28日（金）	10:10～11:40

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

「サルコペニアとその栄養療法のUPDATE」

JS6-1� �サルコペニアの診断基準はどう変わったか？～AWGS�2019改訂のポイント～
国立長寿医療研究センター
荒井秀典

JS6-2� �糖尿病患者のサルコペニア・フレイル予防のための栄養管理
大阪大学　老年・総合内科学
杉本　研、楽木宏実

JS6-3� �肝胆膵移植外科におけるサルコペニアの意義と周術期リハビリ栄養療法の有用性
聖路加国際病院　消化器・一般外科 1）、京都大学肝胆膵移植外科 2）、大阪赤十字病院外科 3）、
市立長浜市民病院外科 4）、京都大学医学部附属病院　疾患栄養治療部 5）

海道利実 1）、加茂直子 2）、濱口雄平 3）、奥村晋也 4）、玉井由美子 5）、上本伸二 2）

JS6-4� �サルコペニア、フレイルと栄養の親密な関係をより多くの人に知ってもらうために
ちゅうざん病院リハビリテーション科
吉田貞夫

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	 第6会場	 2月28日（金）	16:40～17:40

司会：福島亮治（�帝京大学医学部　外科学講座）

「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」

JS7-1� �PGS対応の現状と問題点　管理栄養士の立場から
帝京大学医学部附属病院　栄養部
朝倉比都美

JS7-2� �胃切除術後障害対応の現状と問題点
国際医療福祉大学病院外科 1）、国際医療福祉大学三田病院 2）

吉田　昌 1,2）、大平寛典 1）、星本相淳 1）、鈴木範彦 1）、成廣哲史 1）、丸口　塁 1）、鎌田哲平 1）、竹内秀之 1）、
大山隆史 2）、板野　理 2）、鈴木　裕 1）

JS7-3� �PGS克服に向けたツールの開発と取り組み
東京慈恵会医科大学附属第三病院　臨床検査医学 1）、
横浜市立市民病院　消化器外科 2）、帝京大学医学部　外科学講座 3）、国際医療福祉大学病院　外科 4）、
県立広島病院　消化器乳腺移植外科 5）、横浜市立大学附属市民総合医療センター　消化器病センター外科 6）、
新潟県立がんセンター　新潟病院消化器外科 7）、東京大学　消化管外科学 8）

中田浩二 1）、高橋正純 2）、福島亮治 3）、吉田　昌 4）、漆原　貴 5）、國崎主税 6）、薮崎　裕 7）、山下裕玄 8）、瀬戸泰之 8）
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シンポジウム01	 第3会場	 2月27日（木）	13:10～14:40

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

「がん化学療法・放射線療法における栄養支持療法の役割」

S-01-1� �食道癌化学療法における治療成績向上を目指した栄養支持バンドル療法
金沢大学　消化器・腫瘍・再生外科 1）、金沢大学附属病院　栄養管理部 2）、金沢大学付属病院　漢方医学科 3）

岡本浩一 1）、二宮　致 1）、斎藤裕人 1）、寺井志郎 1）、木下　淳 1）、中村慶史 1）、宮下知治 1）、田島秀浩 1）、
伏田幸夫 1）、石川志保 2）、古一素江 2）、徳丸季聡 2）、小池康志 2）、小川恵子 3）、太田哲生 1）

S-01-2� �胃癌術後化学療法が体重減少に与える影響：Oral�nutritional�supplementsの意義
大阪急性期・総合医療センター 消化器外科 1）、大阪大学　消化器外科 2）、大阪国際がんセンター 3）

宮崎安弘 1）、大森　健 3）、高橋　剛 2）、黒川幸典 2）、本告正明 1）、藤谷和正 1）、土岐祐一郎 2）

S-01-3� �胃癌術後補助化学療法に関わる予後因子の検討：GLIM基準は予後予測因子となりうるか？
順天堂大学医学部附属浦安病院
松井亮太、稲木紀幸、嵩原一裕

S-01-4� �胃癌術後の体重減少及び筋肉量減少と術後S-1補助化学療法継続性の検討
横浜市立大学付属病院　外科治療学／神奈川県立がんセンター　消化器外科
青山　徹

S-01-5� �上部消化管手術後の栄養支持療法
北里大学医学部　上部消化管外科 1）、北里大学医学部　新世紀医療開発センター　先進外科腫瘍学 2）

新原正大 1）、細田　桂 1）、牛久秀樹 1）、櫻谷美貴子 1）、鷲尾真理愛 1）、原田宏輝 1）、山下継史 1,2）、比企直樹 1）

S-01-6� �進行肝細胞癌のソラフェニブ治療におけるHMB/Arg/Gln配合飲料を用いた支持療法
国立病院機構　高崎総合医療センター　消化器内科 1）、国立病院機構　高崎総合医療センター　NST 2）、
国立病院機構　高崎総合医療センター　看護部 3）、医療法人社団三思会　くすの木病院　消化器内科・肝臓内科 4）

長沼　篤 1,2）、大野　望 3）、小川祐介 2）、金田知詞 2）、鈴木悠平 1）、星野　崇 1）、吉田哲也 2）、清水朋美 2）、
星野智美 2）、石井邦周 2）、稲川元明 2）、田中俊行 2）、小川哲史 2）、高木　均 4）

S-01-7� �再発膵癌の外来化学療法における栄養評価と栄養指導の意義
京都第二赤十字病院外科 1）、京都第二赤十字病院気管食道科 2）、
京都第二赤十字病院糖尿病内分泌・腎臓・膠原病内科 3）、京都第二赤十字病院医療技術部 4）、
京都第二赤十字病院薬剤部 5）、京都第二赤十字病院看護部 6）

井川　理 1）、山口明浩 1）、内田真哉 2）、村上　徹 3）、山口真紀子 4）、松田小百合 4）、山下弘子 4）、渥美香菜 4）、
中西裕明 5）、加藤良隆 5）、堀内あす香 5）、藤田敦夫 5）、小原真菜美 6）、白濱なおみ 6）

S-01-8� �オプジーボ導入時の血清アルブミン値が治療効果や予後に与える影響
大阪国際がんセンター　消化器外科
山本和義、大森　健、原　尚志、新野直樹、杉村啓二郎、宮田博志、長谷川慎一郎、山田大作、原口直紹、
西村潤一、和田浩志、高橋秀典、安井昌義、大植雅之、矢野雅彦

S-01-9� �癌ケトン食ABCスコアと比較対照試験に向けた癌ケトン食標準化の取り組みについて
大阪大学大学院医学系研究科先進融合医学共同研究講座 1）、大阪大学医学部附属病院栄養マネジメント部 2）、
株式会社明治研究本部乳酸菌研究所 3）

萩原圭祐 1）、長井直子 2）、山口智勢 2）、笹山秋菜 3）、中村健太郎 3）、芦田欣也 3）

シンポジウム02	 第3会場	 2月27日（木）	14:50～16:20

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

「消化器疾患の病態別栄養療法」

S-02-1� �肝移植周術期リハビリ栄養療法の意義ならびに肝移植後HMB投与の有用性に関するランダム化比較試験
聖路加国際病院　消化器・一般外科 1）、京都大学医学部附属病院　疾患栄養治療部 2）

海道利実 1）、加茂直子 1）、八木真太郎 1）、穴澤貴行 1）、伊藤孝司 1）、玉井由美子 2）、上本伸二 1）

S-02-2� �肝癌症例への肝動脈塞栓術導入時におけるNST介入効果
仙台市立病院消化器内科 1）、仙台市立病院栄養管理科 2）

長崎　太 1）、佐々木麻友 2）
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S-02-3� �緊急ドレナージを要する急性胆管炎患者に対しての無脂肪液体栄養剤使用について
独立行政法人労働者健康安全機構　大阪労災病院　栄養管理部 1）、
独立行政法人労働者健康安全機構　大阪労災病院　消化器内科 2）、
独立行政法人労働者健康安全機構　大阪労災病院　糖尿病内科 3）

竹内裕貴 1）、平尾元宏 2）、西條　豪 1）、竹谷耕太 1）、岡本朋美 1）、堂前理紗子 1）、左手裕美 1）、松本聖美 1）、
藤野滉平 1）、大西幸作 2）、大橋　誠 3）

S-02-4� �膵頭部癌に対するチーム医療で関わる栄養療法―周術期から退院後までー
県立広島病院　栄養管理科 1）、県立広島病院　消化器・乳腺・移植外科 2）、県立広島病院　歯科 3）

眞次康弘 1,2）、伊藤圭子 1）、延原　浩 3）

S-02-5� �食道癌周術期管理チームによる新たな術前介入プログラムの開発
浜松医科大学　医学部　周術期等生活機能支援学講座 1）、
浜松医科大学　医学部　外科学第二講座 2）、浜松医科大学付属病院　リハビリテーション部 3）、
浜松医科大学付属病院　栄養部 4）、浜松医科大学付属病院　救急部 5）、浜松医科大学付属病院　血液浄化療法部 6）

平松良浩 1,2）、川田三四郎 2）、渡邉浩司 1,3）、本家淳子 1）、白井祐佳 4）、位田文香 4）、高橋善明 2,5）、菊池寛利 2）、
加藤明彦 4,6）、竹内裕也 2）

S-02-6� �栄養管理と食道減圧にPEG-Jカテーテルを用いた食道癌狭窄の２例
森山記念病院　外科
太田俊介、本橋英明

S-02-7� �術前低栄養な高齢胃癌患者の治療成績と我々の取り組み
大阪市立総合医療センター　消化器外科 1）、大阪市立総合医療センター　医療連携部入退院センター 2）、
大阪市立総合医療センター　看護部 3）、大阪市立大学　消化器外科 4）、大阪市立大学　肝胆膵外科 5）

櫻井克宣 1）、久保尚士 1）、玉森　豊 1）、岡田育美 2）、水谷多恵子 2）、羽山由美 2）、久保健太郎 3）、上田恵子 3）、
小山眞規子 3）、田村達郎 4）、天野良亮 5）、前田　清 1）、大平雅一 4）

S-02-8� �化学療法中の大腸癌患者の骨格筋量低下と予後との関連性
大阪市立大学　消化器外科 1）、大阪市立総合医療センター 2）

福岡達成 1）、永原　央 1）、渋谷雅常 1）、井関康仁 1）、佐々木麻帆 1）、吉井真美 1）、田村達郎 1）、豊川貴弘 1）、
天野良亮 1）、田中浩明 1）、李　栄柱 1）、六車一哉 1）、前田　清 2）、大平雅一 1）

シンポジウム03	 第3会場	 2月27日（木）	16:30～18:00

司会：山中英治（�若草第一病院　外科）
司会：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）

「栄養療法におけるパスの活用」

S-03-1� �消化管ESD患者の体重減少、血液検査値を用いた栄養評価に関する検討�-第2報-�胃ESDパス改訂前後比較
社会福祉法人京都社会事業財団京都桂病院　栄養科 1）、社会福祉法人京都社会事業財団京都桂病院　消化器内科 2）、
社会福祉法人京都社会事業財団京都桂病院　クリニカルパス事務局 3）

田畑直子 1）、日下利広 2）、大岩容子 2）、田村奈々 1）、本田真子 1）、稲田望来 1）、筒井未季 1）、池田芙美 1）、
川手由香 1）、内田晶子 3）、山本幸代 3）、畦地英全 2）

S-03-2� �クリニカルパスは栄養サポートを標準化する
ＮＨＯ　高崎総合医療センター　栄養管理室
小川祐介、村上廣野、稲川元明、木村将典、下田千波、岸　綾香、金田智詞、清水朋美、星野智美、佐藤麻里、
工藤智洋、坂元一郎、長沼　篤、田中俊行、小川哲史

S-03-3� �食道癌術後の摂食嚥下条件パスの現状と課題について
浜松医科大学　医学部　周術期等生活機能支援学講座 1）、浜松医科大学附属病院　リハビリテーション科 2）、
浜松医科大学附属病院　栄養部 3）、浜松医科大学　外科学第二講座 4）、浜松医科大学附属病院　血液浄化療法部 5）

渡邉浩司 1,2）、本家淳子 1）、位田文香 3）、白井祐佳 3）、川田三四郎 4）、菊池寛利 4）、加藤明彦 3,5）、平松良浩 1,4）、
竹内裕也 4）

S-03-4� �虚血性心疾患患者における外来心臓リハビリ時の栄養指導の効果
岡山市立市民病院　循環器内科 1）、岡山市立市民病院　診療情報管理室 2）、岡山市立市民病院　看護部 3）

時岡浩二 1）、橋本　優 3）、金嶋晃子 3）、近藤　護 3）、真鍋千尋 3）、石川　光 3）、萬戸　聡 2）、松本将典 2）、
植木悠太 1）、黒田和宏 1）、諸國元太郎 1）、河村浩平 1）、小野　環 1）、河合勇介 1）、大江　透 1）

S-03-5� �麻薬導入クリニカルパスにおけるGFO療法の有用性
藤田医科大学七栗記念病院薬剤課 1）、藤田医科大学医学部外科・緩和医療学講座 2）

二村昭彦 1,2）、東口髙志 2）、臼井正信 2）、伊藤彰博 2）、都築則正 2）
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S-03-6� �PEG地域連携パスの改訂による新情報の啓発
医療法人西山医院 1）、大津赤十字病院 2）、独立行政法人　地域医療機能推進機構　滋賀病院 3）、
地方独立行政法人　市立市民病院 4）、国立大学法人滋賀医科大学付属病院 5）

西山順博 1）、中村智子 1）、三宅直樹 2）、八木俊和 3）、皆川優季 4）、福永恵美子 5）、佐々木雅也 5）

シンポジウム04	 第4会場	 2月27日（木）	13:10～14:40

司会：福島亮治（�帝京大学医学部　外科学講座）
司会：宮田　剛（�岩手県立中央病院）

「周術期栄養療法の工夫－ERASを含めて－」

S-04-1� �胃癌術後の消化管機能回復に対して周術期口腔ケアが及ぼす影響―口腔ケア実施方法の違いによる検討―
県立広島病院　歯科・口腔外科 1）、県立広島病院　栄養管理科 2）、県立広島病院　消化器・乳腺・移植外科 3）

延原　浩 1）、眞次康弘 2,3）、伊藤圭子 2）、堀田龍一 3）

S-04-2� �膵頭十二指腸切除術施行患者に対するガムチューイングの胃排出遅延予防の有効性について
がん研究会有明病院　栄養管理部 1）、がん研究会有明病院　消化器センター 2）、がん研究会有明病院　NST 3）

高木久美 1）、中屋恵梨香 1）、松下亜由子 1）、榎田滋穂 1）、岡野亜子 1）、山口　彩 1）、伊丹優貴子 1）、伊沢由紀子 1）、
松尾宏美 1）、高橋　祐 2）、井田　智 1,2）、熊谷厚志 1,2,3）

S-04-3� �安全に摂取できることを目的とした胃癌術後食の取り組み
社会医療法人財団慈泉会相澤病院　NST 1）、社会医療法人財団慈泉会相澤病院　外科センター 2）、
社会医療法人財団慈泉会相澤病院　看護部 3）、社会医療法人財団慈泉会相澤病院　栄養科 4）

大橋深繭 1,4）、西田保則 1,2）、山﨑瑠美子 1,3）、竹内大輔 1,2）、矢野目英樹 1,4）

S-04-4� �ERAS導入前後の待機的大腸切除術における術後食および輸液の栄養摂取量の検討
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 1）、
独立行政法人地域医療機能推進機構　横浜中央病院　外科 2）、 
独立行政法人地域医療機能推進機構　横浜中央病院　歯科口腔外科 3）、
独立行政法人地域医療機能推進機構　横浜中央病院　看護部 4）、
独立行政法人地域医療機能推進機構　横浜中央病院　薬剤科 5）

斎野容子 1）、三松謙司 2）、吹野信忠 2）、相澤聡一 3）、安保敏明 1）、鈴木沙央里 4）、阪口美穂 4）、佐竹陽仁 5）

S-04-5� �ERASを適用した膵頭十二指腸切除術における離床・経口摂取促進―輸液と疼痛管理の工夫―
県立広島病院　栄養管理科 1）、県立広島病院　消化器・乳腺・移植外科 2）、県立広島病院　歯科 3）

眞次康弘 1,2）、伊藤圭子 1）、延原　浩 3）

S-04-6� �経腸栄養チューブ留置による早期経腸栄養が食道切除術後の体組成に与える影響と今後の課題
京都大学医学部附属病院消化管外科 1）、京都大学医学部附属病院疾患栄養治療部 2）、
京都大学医学部附属病院医療安全管理部 3）

吉田真也 1）、錦織達人 1,3）、角田　茂 1）、小林亜海 2）、登由紀子 2）、小濱和貴 1）、久森重夫 1）、西川　元 1）、
我如古理規 1）、幣憲一郎 2）、稲垣暢也 2）、坂井義治 1）

S-04-7� �臨床的アウトカム改善のための周術期栄養管理の工夫�ー包括的周術期栄養バンドル管理の有用性
蘇生会総合病院外科
土師誠二、亀井武志、野口耕助、吉川徹二、今西　努

S-04-8� �胸部食道癌手術における早期経口摂取の功罪
埼玉医科大学国際医療センター消化器外科 1）、静岡県立静岡がんセンター食道外科 2）

佐藤　弘 1）、宮脇　豊 1）、藤原直人 1）、椙田浩文 1）、合川公康 1）、桜本信一 1）、岡本光順 1）、山口茂樹 1）、
小山　勇 1）、坪佐恭宏 2）

S-04-9� �ERAS多角的疼痛管理における結腸と直腸でのNSAIDs使用についての変遷
手稲渓仁会病院　外科 1）、手稲渓仁会病院　看護部 2）、手稲渓仁会病院　栄養部 3）、手稲渓仁会病院　薬剤部 4）、
手稲渓仁会病院　臨床検査部 5）

中村文隆 1）、岡田尚也 1）、西　智史 1）、武内慎太郎 1）、佐藤文哉 3）、熊谷真鈴 3）、山下　翠 3）、田中智美 3）、
中静久美 5）、岩沢健太郎 2）、藤田佳奈 2）、湯田華奈美 2）、鐵野麻美 4）、小島雅和 4）
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シンポジウム05	 第4会場	 2月27日（木）	14:50～16:20

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

「経腸栄養の進歩　ー基礎と臨床の最前線ー」

S-05-1� �経空腸栄養患者における低糖質経腸栄養剤の血糖変動に関する検討
西美濃厚生病院　内科
西脇伸二、黒部拓也、馬場　厚、岩下雅秀、畠山啓朗、林　隆夫、前田晃男

S-05-2� �経腸栄養剤の微量元素含量の変遷
宜野湾記念病院
湧上　聖

S-05-3� �経腸栄養剤長期投与においては高銅、低亜鉛血症をきたす
公益社団法人　石川勤労者医療協会　城北病院　内科 1）、 
公益社団法人　石川勤労者医療協会　城北病院　薬剤部 2）、
公益社団法人　石川勤労者医療協会　城北病院　栄養部 3）、 
公益社団法人　石川勤労者医療協会　城北病院　検査部 4）、 
公益社団法人　石川勤労者医療協会　城北病院　看護部 5）、
公益社団法人　石川勤労者医療協会　城北病院　リハビリテーション部 6）

大野健次 1）、本田　圭 2）、松崎律子 3）、松本奈緒子 3）、皆川明美 3）、山崎貴子 4）、見砂知子 4）、鹿島しのぶ 5）、
小島直子 5）、丸山莉奈 5）、前　幸穂 6）、樋爪智沙子 6）

S-05-4� �高度侵襲肝胆膵手術に対する術後早期経腸免疫栄養の有用性と経腸栄養関連合併症の臨床検討
蘇生会総合病院外科
土師誠二、亀井武志、野口耕右、吉川徹二、今西　努

S-05-5� �誤嚥性肺炎や消化管合併症を有する高齢者に対する安全な経腸栄養プロトコル確立に向けた検討
医療法人匂坂会　サキサカ病院 1）、熊本大学医学部附属病院　小児外科・移植外科 2）

匂坂正孝 1）、吉井大貴 1,2）、吉村宝恵 1）、木村ゆかり 1）、小郷文代 1）、神田五子 1）、匂坂正明 1）

S-05-6� �ONS使用患者のアドヒアランス調査：医薬品経腸栄養剤と食品経腸栄養剤の使用者横断研究
久留米大学外科学講座小児外科部門 1）、久留米大学病院医療安全管理部 2）

橋詰直樹 1）、田中芳明 2）、深堀　優 1）、石井信二 1）、八木　実 1）、七種伸行 1）

S-05-7� �費用対効果の観点からの経腸栄養の有用性検討�～良質で安全な医療のための流動食選択～
聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院　脳神経外科 1）、
聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院　リハビリテーション部 2）、
聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院　栄養部 3）、聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院　看護部 4）、
聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院　薬剤部 5）

小野寺英孝 1）、最上谷拓磨 2）、清水朋子 3）、川畑亜加里 4）、森みさ子 4）、松崎貴志 5）、松嶋真哉 2）、川端千壽 4）、
金子真由美 4）

S-05-8� �在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料の算定に関するREDCapを用いた症例登録型データベースの構築
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 1）、川崎医科大学付属病院 2）、医療法人東札幌病院 3）、
国家公務員共済組合連合三宿病院 4）、済生会松阪総合病院 5）、杏林大学保健学部 6）、藤田医科大学七栗記念病院 7）、
医療法人財団緑秀会田無病院 8）、JR札幌病院 9）、藤田医科大学医学部 10）

飯島正平 1）、遠藤陽子 2）、日下部俊朗 3）、草間大生 4）、清水敦哉 5）、柴田美紀 6）、二村昭彦 7）、松岡美緒 1）、
丸山道生 8）、平田公一 9）、東口髙志 10）

シンポジウム06	 第4会場	 2月27日（木）	16:30～18:00

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

「静脈栄養の新展開」

S-06-1� �周術期における静脈栄養の役割
東京大学医学部附属病院手術部
深柄和彦

S-06-2� �胃癌周術期のPPN、とくに脂肪製剤の積極的利用による急性期の体重減少を抑制する試み
がん研有明病院　消化器外科 1）、がん研有明病院　栄養管理部 2）

井田　智 1,2）、松尾宏美 2）、伊沢由紀子 2）、布部創也 1）、熊谷厚志 1,2）
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S-06-3� �ICUでの静脈栄養について
神戸市立医療センター中央市民病院
東別府直紀、西岡弘晶

S-06-4� �あらゆる病態に対応するための新たなるCVポート手術方法の考案と脂肪乳剤を含めた輸液とデバイスの相互の安
全性について
イムス札幌消化器中央総合病院　消化器内科　VADセンター
岸　宗佑

S-06-5� �これからのPICCの適切な普及に向けて：診療看護師の取り組み
公益社団法人　地域医療振興協会　JADECOM-NDC研修センター
筑井菜々子

S-06-6� �小児におけるカフ付き中心静脈カテーテル挿入手技：超音波ガイド下内頸静脈穿刺法の有用性
千葉県こども病院　小児外科 1）、千葉県こども病院　栄養科 2）、千葉県こども病院　看護局 3）、
千葉県こども病院　検査科 4）、千葉県こども病院　薬剤部 5）、千葉県こども病院　アレルギー・膠原病科 6）

光永哲也 1）、太田康子 2）、櫻井美夏子 2）、加藤多恵子 3）、藤岡直子 3）、興津葉月 4）、吉澤直樹 5）、山出晶子 6）

S-06-7� �緩和医療における静脈栄養のあり方
藤田医科大学医学部　外科・緩和医療学講座
伊藤彰博、東口髙志、臼井正信、都築則正、二村昭彦、上葛義浩

S-06-8� �静注用セレン製剤の問題点と今後の展望
筑波大学　医学医療系　小児外科
増本幸二

シンポジウム07	 第11会場	 2月27日（木）	 9:00～10:00

司会：犬飼道雄（�岡山済生会総合病院）
司会：中瀬　一（�北杜市立甲陽病院　外科）

「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－」

S-07-1� �地域包括ケアシステムの中でのNSTの連携の必要性
国家公務員共済組合連合会　新別府病院　栄養管理室 1）、国家公務員共済組合連合会　新別府病院　外科 2）、
国家公務員共済組合連合会　新別府病院　内分泌代謝内科 3）

田崎亮子 1）、菊池暢之 2）、田中克宏 3）、田島正晃 2）、阿部美紀 1）、髙野志保 1）、末吉安奈 1）

S-07-2� �都心部地域包括病棟におけるNSTを活用した退院への取り組み
東京都保健医療公社大久保病院リハビリ科 1）、東京都保健医療公社大久保病院薬剤科 2）、
東京都保健医療公社大久保病院栄養科 3）、東京都保健医療公社大久保病院看護科 4）

御子神由紀子 1）、藤谷竜磨 2）、金澤陽子 3）、関口美穂子 4）、岡田宜和 2）、柏木美和子 3）

S-07-3� �地域包括ケアシステム時代における地域一体型NSTの構築�～在宅医の立場から～
医療法人西山医院
西山順博

S-07-4� �地域包括ケアシステムの中での栄養支援における歯科の役割
北海道大学大学院歯学研究科　口腔健康科学講座高齢者歯科学教室
渡邊　裕

シンポジウム08	 第11会場	 2月27日（木）	10:00～11:30

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）
司会：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）

「NSTの現状と未来」

S-08-1� �がん専門病院のNSTの現状と未来
大阪国際がんセンター　栄養管理室 1）、大阪国際がんセンター　薬局 2）、大阪国際がんセンター　看護部 3）、
大阪国際がんセンター　歯科 4）、大阪国際がんセンター　栄養腫瘍科　消化器外科　緩和ケアセンター 5）、
大阪国際がんセンター　NST 6）

松岡美緒 1,6）、倉脇里穂 1,6）、谷口祐子 1,6）、高橋幸三 2,6）、野崎圭佑 2,6）、金澤真理 2,6）、藤嶋久美子 3,6）、
藤原洋子 3,6）、三村幸子 2,6）、吉岡知美 3,6）、坂本智子 3,6）、香川由美 3,6）、石橋美樹 4,6）、飯島正平 5,6）
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S-08-2� �神戸大学病院におけるNESTの現状、今後の課題とブレイクスルー
神戸大学医学部附属病院　栄養管理部　糖尿病・内分泌内科 1）、神戸大学医学部附属病院　栄養管理部 2）、
神戸大学医学部附属病院　看護部 3）、神戸大学医学部附属病院　薬剤部 4）、神戸大学医学部附属病院　検査部 5）、
神戸大学医学部附属病院　リハビリテーション部 6）、神戸大学医学部附属病院　歯科口腔外科 7）、 
神戸大学医学部附属病院　総合内科 8）、徳島大学大学院医歯薬学研究部　疾患治療栄養学分野 9）、
甲南女子大学　医療栄養学部 10）

高橋路子 1）、脇田久美子 2）、中谷早希 2）、田渕聡子 2）、山本育子 2）、上岡美和 3）、曽我昭宏 4）、北秋翔子 5）、
高橋美貴 6）、涌井絵美 6）、西井美佳 7）、村前直和 8）、松田佳子 2）、濵田康弘 9）、宇佐美眞 10）

S-08-3� �急性期の大学病院におけるNSTの現状と未来
札幌医科大学医学部　集中治療医学 1）、札幌医科大学医学部　消化器・総合、乳腺・内分泌外科 2）、
札幌医科大学附属病院　栄養管理センター 3）、札幌医科大学附属病院　リハビリテーション部 4）、
札幌医科大学附属病院　薬剤部 5）、札幌医科大学附属病院　検査部 6）、札幌医科大学附属病院　歯科口腔外科 7）、
札幌医科大学附属病院　看護部 8）、札幌医科大学医学部　救急医学 9）、札幌医科大学医学部　腫瘍血液内科 10）

巽　博臣 1,2）、荒川朋子 3）、仲　詩織 3）、大原雄希 5）、川村明子 8）、清藤恭貴 4）、水野愛理 7）、梅森祥央 6）、
秋月恵美 2）、原田敬介 2,9）、井山　諭 10）、信岡隆幸 2）

S-08-4� �大学病院におけるNST活動に影響する制度的環境因子
東邦大学医療センター大森病院栄養治療センター 1）、東邦大学医療センター大森病院看護部 2）、
東邦大学医療センター大森病院薬剤部 3）

鷲澤尚宏 1）、平澤数馬 1）、山下千知 1）、鈴木　敦 1,3）、内島知香 1,2）、田中美奈子 1,2）、石井杏奈 1,3）

シンポジウム09	 第1会場	 2月28日（金）	 8:30～10:00

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

「認知症患者の栄養管理の問題点と工夫」

S-09-1� �認知症の人の食を支える
東京都健康長寿医療センター歯科口腔外科・研究所
平野浩彦

S-09-2� �食事摂取量の減った認知症患者の摂食障害に関する問題点のアセスメントと当院の対応
香川県厚生連滝宮総合病院　脳神経外科 1）、香川県厚生連滝宮総合病院　歯科 2）、
香川県厚生連滝宮総合病院　外科 3）、香川県厚生連滝宮総合病院　看護部 4）、香川県厚生連滝宮総合病院　NST 5）

河内雅章 1,5）、黒井隆太 2,5）、山本彩子 4,5）、津村美由紀 4,5）、近藤昭宏 3,5）

S-09-3� �認知症高齢者の嚥下障害の診断と対策
遠賀中間医師会おんが病院
末廣剛敏

S-09-4� �誤嚥性肺炎で入院したアルツハイマー認知症患者の経口摂取状況はCURB-65スコア・MMSEスコア・BMIと
相関する
独立行政法人国立病院機構　渋川医療センター　総合診療科
阿久澤暢洋

S-09-5� �GLIM�criteriaと認知機能との関係性の調査結果
北杜市立甲陽病院　リハビリテーション科 1）、甲陽病院　消化器外科 2）、甲陽病院　総合診療科 3）

伊藤英明 1）、内藤　薫 1）、中瀬　一 2）、飯塚秀彦 3）

S-09-6� �認知症ケアにおける食を通した多職種地域連携～ミールラウンド始めました！～
岡崎市民病院　リハビリテーション室 1）、岡崎市民病院　脳神経内科 2）、岡崎市民病院　消化器外科 3）、
りゅう市役所北内科・リハビリ科 4）、岡崎市民病院　腎臓内科 5）、岡崎市民病院　看護局 6）

長尾恭史 1）、小林　靖 2）、森　俊明 3）、小澤竜三 4）、水谷佳子 5）、西嶋久美子 6）、田積匡平 1）

S-09-7� �早期認知機能低下高齢者に認められる食の変化
徳島大学大学院医歯薬学研究部代謝栄養学分野 1）、アグリマス株式会社 2）、大森医師会 3）、
くどうちあき脳神経外科クリニック 4）、株式会社メディカルシステムネットワーク 5）

堤　理恵 1）、福永佳容子 1）、阿久根愛実 1）、植木歩夢 1）、黒井俊哉 2）、藤田智子 5）、小瀧　歩 2）、工藤千秋 3,4）、
阪上　浩 1）
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シンポジウム10	 第2会場	 2月28日（金）	14:30～16:00

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

「神経疾患における栄養療法の現状と課題」

S-10-1� �脳卒中急性期から慢性期における栄養療法の現状と課題
桑名恵風会桑名病院脳神経外科
森田幸太郎

S-10-2� �筋萎縮性側索硬化症における体重減少の意義と栄養療法UPDATE
東京都立神経病院　脳神経内科 1）、東京都医学総合研究所　難病ケア看護プロジェクト 2）、
国立健康栄養研究所　栄養代謝研究部 3）

清水俊夫 1）、中山優季 2）、木田耕太 1）、高田和子 3）

S-10-3� �脳血管・神経疾患患者に対する物性をコントロールした嚥下造影検査食と舌圧を用いた評価および食形態の検討
県立広島病院　栄養管理科 1）、県立広島病院　消化器・乳腺・移植外科 2）、県立広島病院　歯科口腔外科 3）、
県立広島大学　人間文化学部健康科学科 4）

伊藤圭子 1）、眞次康弘 1,2）、延原　浩 3）、栢下　淳 4）、山縣誉志江 4）

S-10-4� �摂食嚥下障害を有する神経難病患者に対するシームレスな食・栄養支援
岩手医科大学附属病院　看護部 1）、岩手医科大学附属病院　難病診療連携コーディネーター 2）、
岩手医科大学附属病院　看護学部看護専門基礎講座 3）

柿澤良江 1）、熊谷佳保里 2）、遠藤龍人 3）

S-10-5� �薬剤師の視点から考える神経筋疾患における栄養療法の現状と課題
国立循環器病研究センター　薬剤部
竹中裕美

S-10-6� �脳卒中急性期における誤嚥性肺炎対策：腸管ケアと口腔ケア
新古賀病院脳卒中脳神経センター脳神経外科 1）、新古賀病院栄養サポートチーム 2）、新古賀病院口腔ケアチーム 3）

一ツ松勤 1,2,3）、一ツ松薫 2）、大石恵美子 2）、平田景子 2,3）、吉川幸代 3）、杉野照美 3）

S-10-7� �急性期脳梗塞患者に対するPEGのタイミングについての検討
ＮＨＯ　高崎総合医療センター　NST
小川祐介、長沼　篤、稲川元明、木村将典、下田千波、吉田哲也、伊藤直亮、塩澤由紀子、坂本香絵、
馬目真実子、野口一彦、藤田　智、田中俊行、小川哲史

S-10-8� �年齢・看護必要度・経口開始時期が脳梗塞患者の退院後転帰を予測する重要な因子である
筑波記念病院消化器内科 1）、筑波大学医学医療系消化器内科 2）、
筑波記念病院看護部 3）、筑波記念病院栄養部 4）、筑波記念病院薬剤部 5）、筑波記念病院代謝内科 6）、
東京医科大学茨城医療センター消化器外科 7）、東京大学医科学研究所社会連携研究部門 8）

池澤和人 1）、廣瀬充明 2）、阿部真由美 3）、矢部義人 4）、谷藤美穂 5）、藤原　淳 6）、鈴木英雄 2）、丸山常彦 7）、
湯地晃一郎 8）

S-10-9� �肺炎で入院したパーキンソニズム患者に対する当院の栄養・薬剤管理の現状と課題
岡崎市民病院リハビリテーション室 1）、徳島大学大学院口腔科学教育部口腔保健学専攻 2）、
徳島大学大学院医歯薬学研究部口腔機能管理学分野 3）、岡崎市民病院脳神経内科 4）、岡崎市民病院外科 5）、
岡崎市民病院腎臓内科 6）、岡崎市民病院看護局 7）、岡崎市民病院薬局 8）

田積匡平 1,2）、松山美和 3）、小林　靖 4）、森　俊明 5）、水谷佳子 6）、長尾恭史 1）、西嶋久美子 7）、小田量介 8）

S-10-10� �パーキンソン病おける経管栄養選択が生命予後に与える影響
国立病院機構　宇多野病院　脳神経内科、臨床研究部、神経内科
冨田　聡、朴　貴暎、大江田知子

シンポジウム11	 第2会場	 2月28日（金）	16:10～17:40

司会：田中芳明（�久留米大学病院　医療安全管理部）
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）

「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」

S-11-1� �プレバイオティクス、プロバイオティクスの臨床応用
久留米大学医学部外科学講座小児外科部門、医療安全管理部
田中芳明



60 JSPEN2020　－第35回学術集会プログラム集－

S-11-2� �超生物（superorganism）へアプローチする窓口
東邦大学医療センター大森病院栄養治療センター
鷲澤尚宏

S-11-3� �アルギン酸含有粘度可変型流動食の排便、腸内細菌叢、短鎖脂肪酸産生に対する影響
悦伝会目白第二病院　外科 1）、滋賀医科大学医学部付属病院栄養治療部 2）、杏林大学医学部付属病院　外科学 3）

水野英彰 1）、馬場重樹 2）、佐々木雅也 2）、阿部展次 3）

S-11-4� �食道癌術前化学療法中の有害事象予防についての多施設共同ランダム化比較試験
大阪急性期・総合医療センター　消化器外科 1）、大阪国際がんセンター　消化器外科 2）、
大阪大学大学院消化器外科 3）、近畿大学上部消化管外科 4）、株式会社ヤクルト本社中央研究所 5）

本告正明 1）、杉村啓二郎 2）、田中晃司 3）、白石　治 4）、岩間　密 4）、宮崎安弘 1）、牧野知紀 3）、山崎　誠 3）、
宮田博志 2）、木村　豊 4）、朝原　崇 5）、藤谷和正 1）、安田卓司 4）、土岐祐一郎 3）、矢野雅彦 2）

S-11-5� �プロバイオティクスとプレバイオティクスを用いた医療療養病棟における耐性化刺激性下剤離脱の検討
湯河原胃腸病院循環器科 1）、湯河原胃腸病院外科 2）、湯河原胃腸病院看護部 3）、湯河原胃腸病院栄養科 4）

廣田　潤 1）、上澤和子 3）、室伏彩子 4）、露木さとみ 3）、岡喜恵子 3）、森田澄子 3）、池邊有希 1）、吉田明史 2）、
遠藤　健 2）、秋山一也 1）

S-11-6� �回腸双孔式人工肛門閉鎖術前の肛側腸管へのSynbiotics投与による粘膜萎縮改善効果の検討-無作為化比較試験-
防衛医科大学校　外科学講座 1）、防衛医科大学校 2）、防衛医科大学校　医療安全・感染対策部 3）

岡本耕一 1）、神藤英二 1）、梶原由規 1）、望月早月 1）、山寺勝人 1）、阿尾理一 1）、米村圭介 1）、白石壮宏 1）、
永田　健 1）、矢口義久 1）、小林美奈子 3）、長谷和生 2）、辻本広紀 1）、岸　庸二 1）、上野秀樹 1）

シンポジウム12	 第3会場	 2月28日（金）	 8:30～10:00

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

「緩和医療における栄養と食事のあり方」

S-12-1� �緩和医療におけるライフステージに応じた栄養療法　―終末期を中心に―
福井大学医学部がん専門医育成推進講座 1）、福井大学医学部附属病院　がん診療推進センター 2）、
福井大学医学部附属病院　栄養部 3）、福井大学医学部附属病院　薬剤部 4）、福井大学医学部附属病院　看護部 5）、
福井大学医学部附属病院　検査部 6）

片山寛次 1）、廣野靖夫 2）、早瀬美香 3）、斎木明子 4）、橋本儀一 6）、東本真紀子 3）、小竹林徳子 5）、北山富士子 3）

S-12-2� �在宅緩和ケアにおける栄養管理と食支援によるがん終末期患者のQOL変化
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 1）、
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　看護部 2）

児玉佳之 1）、北田優子 2）、柴田由香 2）

S-12-3� �当院緩和ケアセンターにおける“食”に対する取り組み
藤田医科大学病院　看護部 1）、藤田医科大学　医学部　外科・緩和医療学講座 2）

山村真巳 1）、東口髙志 2）、桂　長門 2）、村井美代 2）、大原寛之 2）、川崎　俊 2）、山下通教 2）

S-12-4� �がん終末期にだんだんと食べられなくなっていく中で、口腔環境を保つことが全人的苦痛の緩和に果たす役割
琉球大学医学部附属病院　地域医療部　緩和ケアセンター
中島信久

S-12-5� �緩和医療における栄養管理～血液・腫瘍内科病棟NSTをはじめて
旭川赤十字病院　NST 1）、旭川赤十字病院　医療技術部栄養課 2）、
旭川赤十字病院　医療技術部リハビリテーション科 3）、旭川赤十字病院　看護部 4）、旭川赤十字病院　薬剤部 5）、
旭川赤十字病院　消化器内科 6）、旭川赤十字病院　麻酔科 7）、旭川赤十字病院　血液・腫瘍内科 8）、
旭川赤十字病院　外科 9）、旭川赤十字病院　糖尿病・内分泌内科 10）

長瀬まり 1,2）、脇田愛美 1,2）、山田　萌 1,2）、前川奈都子 1,2）、大西正剛 1,3）、北田修子 1,4）、村上笑香 1,4）、
小山亜美 1,4）、増渕幸二 1,5）、竹田祐加 1,5）、石川千里 1,6）、飛世史則 1,7）、佐藤　健 1,8）、平　康二 1,9）、森川秋月 1,10）

S-12-6� �人生の最終段階を迎えた壮年から中年期のがん患者に対する栄養管理の意義
三友堂病院　栄養管理室 1）、三友堂病院　緩和ケア科 2）

佐藤　結 1）、川村博司 2）、平井一郎 2）、三村友恵 1）

S-12-7� �終末期における在宅療養者の食べることを支える訪問看護認定看護師の実践
滋賀医科大学医学部看護学科公衆衛生看護学講座 1）、赤穂市民病院 2）

清水奈穂美 1）、坂本由規子 2）
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シンポジウム13	 第3会場	 2月28日（金）	10:10～11:40

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）
司会：千葉正博（�昭和大学NST）

「重症心身障害児の栄養管理」

S-13-1� �重症心身障害児・者における体成分分析による基礎代謝量評価の試み
社会福祉法人日本心身障害児協会　島田療育センター 1）、
社会福祉法人日本心身障害児協会　島田療育センター　栄養管理部 2）、 
社会福祉法人日本心身障害児協会　島田療育センター　療育部 3）、
社会福祉法人日本心身障害児協会　島田療育センター　医務部 4）、
社会福祉法人日本心身障害児協会　島田療育センター　学術研究・研修部 5）

小林弘治 1,2）、舟田知代 3）、上石昌子 2,4）、有本　潔 4,5）

S-13-2� �重症心身障がい児・者に対するエネーボ投与5年間の検査値推移
伊豆医療福祉センター 1）、静岡県立こども病院　栄養管理室 2）、静岡県立こども病院　小児外科 3）

渡邉誠司 1）、八木佳子 2）、鈴木恭子 2）、福本弘二 3）

S-13-3� �重症心身障害児・者におけるカルニチン欠乏の現状
枚方総合発達医療センター
上村由美

S-13-4� �日本における血漿ホモシステインおよび血清ビタミンB群血中濃度への抗てんかん薬の影響
びわこ学園医療福祉センター草津
永江彰子、小田　望、山下久美子、木内正子、藤田泰之、種子島章男、口分田政夫

S-13-5� �重症心身障害児(者)施設入所者の亜鉛摂取量に影響を及ぼす因子に関する検討
東京都立東大和療育センター小児神経科 1）、東京都立東大和療育センターNST 2）

糀　敏彦 1,2）、川原ゆかり 2）、柳瀬　治 1）

S-13-6� �外科的介入に際した重症心身障碍者の栄養評価と管理
久留米大学医学部外科学講座小児外科部門 1）、久留米大学病院医療安全管理部 2）、
雪の聖母会　聖マリア病院　小児外科 3）

橋詰直樹 1）、田中芳明 1,2）、浅桐公男 1,3）、深堀　優 1）、石井信二 1）、七種伸行 1）、吉田　索 1,3）、坂本早季 1）

S-13-7� �重症心身障害児に対する胃瘻造設の方法および術後管理に関する検討
産業医科大学病院小児外科
山内　健

S-13-8� �重症心身障害児の摂食嚥下機能・口腔ケア　歯科医師の視点
日本大学松戸歯学部障害者歯科学講座
遠藤眞美

シンポジウム14	 第3会場	 2月28日（金）	14:30～16:00

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）
司会：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）

「重症患者の栄養代謝病態と栄養療法の実際」

S-14-1� �重症患者に対する早期経腸栄養を安全かつ有効に実施するために
札幌医科大学医学部　集中治療医学 1）、札幌医科大学医学部　救急医学 2）、
札幌医科大学医学部　消化器・総合、乳腺・内分泌外科 3）、札幌医科大学附属病院　栄養管理センター 4）、
札幌医科大学医学部　腫瘍血液内科 5）

巽　博臣 1,3）、黒田浩光 1）、数馬　聡 1）、鈴木信太郎 1）、菊池謙一郎 1）、児玉　萌 1）、相坂和貴子 1,2）、後藤祐也 1）、
荒川朋子 4）、原田敬介 2,3）、井山　諭 5）、信岡隆幸 3）、升田好樹 1）

S-14-2� �気管挿管を要する急性心不全患者に対する早期経腸栄養～効果と安全性の検討～
大阪労災病院　栄養管理部 1）、大阪労災病院　循環器内科 2）、大阪労災病院　糖尿病内科 3）、
帝塚山大学　現代生活学部　食物栄養学科 4）、大阪市立大学大学院　生活科学研究科 5）

西條　豪 1,5）、竹谷耕太 1）、岡本朋美 1）、堂前理紗子 1）、左手裕美 1）、竹内裕貴 1）、松本聖美 1）、藤野滉平 1）、
安元浩司 2）、大橋　誠 1,3）、百木　和 4）、羽生大記 5）
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S-14-3� �重症病態における糖・アミノ酸代謝動態の解明
徳島大学大学院医歯薬学研究部代謝栄養学分野 1）、徳島大学病院救急集中治療部 2）

堤　理恵 1）、山本智子 1）、橘高久未子 1）、中西信人 2）、阪上　浩 1）

S-14-4� �侵襲時の栄養代謝動態の変化と治療的介入の可能性-間接熱量測定の活用と早期筋刺激の効果-
愛知医科大学救命救急科 1）、愛媛大学救急医学講座 2）

苛原隆之 1）、佐藤格夫 2）、富野敦稔 1）、梶田裕加 1）、森　久剛 1）、寺島嗣明 1）、竹中信義 1）、後長孝佳 1）、
丸地佑樹 1）、服部　幸 1）、津田雅庸 1）、武山直志 1）

S-14-5� �急性血液浄化療法と栄養療法
株式会社日立製作所　日立総合病院　救急集中治療科
中村謙介

S-14-6� �重症患者に対する筋肉量を用いた新たなエネルギー消費量予測式
北里大学病院　救命救急・災害医療センター 1）、北里大学病院　栄養部 2）、北里大学病院　看護部 3）

田村　智 1）、片岡祐一 1）、守屋里沙 2）、遠藤成子 2）、深沢佐恵子 2）、及川あずさ 2）、太田江梨花 3）、矢部紘志 3）、
太田治代 3）

シンポジウム15	 第3会場	 2月28日（金）	16:10～17:40

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

「悪液質の診断と治療」

S-15-1� �腫瘍宿主反応に伴う全身炎症反応亢進が体組成に及ぼす影響～至適カットオフ値としてCRP�0.5mg/dlの有用
性～
三重大学大学院　消化管小児外科学 1）、伊賀市立上野総合市民病院　栄養科 2）、
伊賀市立上野総合市民病院　薬剤部 3）、伊賀市立上野総合市民病院　外科 4）

奥川喜永 1）、問山裕二 1）、藤川裕之 1）、白井由美子 2）、福森和俊 3）、田中光司 4）、三木誓雄 4）、楠　正人 1）

S-15-2� �がん悪液質に対する栄養治療－「悪液質」と「不可逆性悪液質」の鑑別と栄養治療の評価
琉球大学医学部附属病院　地域医療部　緩和ケアセンター
中島信久

S-15-3� �がん患者におけるエネルギー代謝動態に基づいた予後予測因子の検討
藤田医科大学医学部　外科・緩和医療学講座 1）、藤田医科大学七栗記念病院　検査部 2）

村井美代 1）、東口髙志 1）、二村昭彦 1）、都築則正 1）、桂　長門 1）、大原寛之 1）、川崎　俊 1）、山下通教 1）、井谷功典 2）

S-15-4� �消化器がん悪液質に対する治療戦略
原町赤十字病院　NST
内田信之、井上優子、宮﨑友美、飯塚みゆき、永井多枝子、剣持る美、山﨑　円、中島美江、岡部由美、
田中　肇、髙橋憲史

S-15-5� �摂食変化を自覚する食道癌術前患者が悪液質を有する割合と術後長期予後
京都大学　消化管外科 1）、京都大学医学部附属病院　医療安全管理部 2）、
京都大学医学部附属病院　疾患栄養治療部 3）

錦織達人 1,2）、角田　茂 1）、吉田真也 1）、小林亜海 3）、登由紀子 3）、小濱和貴 1）、久森重夫 1）、西川　元 1）、
我如古理規 1）、幣憲一郎 3）、稲垣暢也 3）、坂井義治 1）

S-15-6� �心不全の病態評価を含めた心臓悪液質に対する栄養サポートの重要性
社会医療法人近森会　近森病院　臨床栄養部
宮島　功
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シンポジウム16	 第7会場	 2月28日（金）	14:30～16:00

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

「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」

S-16-1� �当院におけるNSTを活用した臨床栄養教育の成果
（公財）田附興風会医学研究所　北野病院　消化器外科 1）、 
（公財）田附興風会医学研究所　北野病院　栄養部 2）、
（公財）田附興風会医学研究所　北野病院　リハビリテーション科 3）、
（公財）田附興風会医学研究所　北野病院　看護部 4）、（公財）田附興風会医学研究所　北野病院　薬剤部 5）、
（公財）田附興風会医学研究所　北野病院　臨床検査部 6）

内田洋一朗 1）、山田信子 2）、御石絢子 2）、松岡　森 3）、猪崎　愛 3）、大洞佳代子 3）、北出順子 4）、井下春美 4）、
宮森理英子 4）、高橋梨加 4）、宮内由利子 5）、上ノ山和弥 5）、垣内真子 6）、山崎みどり 6）

S-16-2� �メディカルスタッフに対する栄養教育は誰が？いつ？行うか？
公立松任石川中央病院　NST
石井　要、中野明日香、長東菜穂、金原寛子、樋口陽子、牧本泰子、岩田真帆、長瀬ゆか、小林沙織、尾山勝信、
竹田利弥、八木雅夫

S-16-3� �大学病院における臨床栄養教育～看護師の栄養サポート専門療法士と臨床栄養代謝専門療法士の取得に向けて～
藤田医科大学病院　看護部 1）、藤田医科大学医学部　外科・緩和医療学講座 2）

濱本憲佳 1）、東口髙志 2）、浦崎優子 1）、田村　茂 1）、南　明里 1）、日比野葵 1）、桂　長門 2）

S-16-4� �当院における嚥下ナースの育成～摂食機能訓練における質の向上を目指して～
前橋赤十字病院NST 1）、医療法人　大誠会　内田病院 2）

小倉美佳 1）、伊東七奈子 2）、棚橋由佳 1）、小原陽子 1）、松本知沙 1）、町田友里恵 1）、高坂陽子 2）、荒川和久 1）

S-16-5� �病棟に常駐し栄養サポートの主役を担う臨床栄養士の教育体制について
社会医療法人　近森会　近森病院
近森正幸

S-16-6� �1年間のon�the�job、off�the�jobトレーニングの成果
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栄養科 1）、
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看護部 2）、 
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薬剤科 3）、
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総合診療科 4）、
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歯科口腔外科 5）

齊藤大蔵 1）、齊藤七帆 1）、名倉友美 2）、森　　朋 3）、日比野壮功 4）、石井良昌 5）

S-16-7� �当院栄養管理部における初期臨床研修医を対象とした栄養教育の現状
奈良県立医科大学附属病院栄養管理部 1）、奈良県立医科大学臨床研修センター 2）

山口千影 1）、小村真里 1）、中尾美芳 1）、井岡　司 1）、中野奈央 1）、荒木迪子 1）、檜原　柊 1）、岩田　琢 1）、
齊藤慈子 1）、森岡沙織 1）、中谷梨佐 1）、和田紋佳 1）、赤井靖宏 2）、𠮷川雅則 1）

S-16-8� �e-learningシステムを用いた大学病院内教育
愛知医科大学病院栄養サポートチーム 1）、愛知医科大学病院栄養部 2）、愛知医科大学緩和・支持治療学 3）、
愛知医科大学病院看護部 4）、愛知医科大学病院薬剤部 5）、愛知医科大学病院歯科口腔外科 6）、早川医院 7）

石田優利亜 1,2）、前田圭介 1,3）、濱崎友紀子 1,4）、野々垣知行 1,5）、笹川　文 1,5）、木下　功 1,5）、嵐山祐介 1,4）、
加藤泰子 1,4）、佐藤義明 1,4）、柴田裕紀 1,4）、藤田翔一 1,4）、松原奈緒 1,4）、伊藤邦弘 1,6）、森　直治 1,3）、早川俊彦 1,7）

S-16-9� �ESPENの教育プログラムLLLのFinal�Examに向けた�DIPLOMA塾の取り組みとその成果
市立甲府病院　薬剤部 1）、国立病院機構高崎総合医療センター　消化器内科 2）、
浜松医科大学医学部付属病院　栄養部 3）、西宮協立脳神経外科病院　看護部 4）、 
医療法人秀麗会山尾病院　看護介護部 5）、国立病院機構高崎総合医療センター　栄養管理室 6）、
湘南鎌倉総合病院　薬剤部 7）、神奈川こども医療センター　医療技術部門栄養管理科 8）、
多摩平の森の病院　リハビリテーション室 9）、順天堂大学保健看護学部　臨床医学 10）

牧　宏樹 1）、長沼　篤 2）、清水　碧 3）、永野彩乃 4）、牧香代子 5）、小川祐介 6）、逸見佳代 7）、山田天星 8）、
坪根恭子 9）、小川　薫 10）
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シンポジウム17	 第11会場	 2月28日（金）	 8:30～10:00

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）
司会：小山　諭（�新潟大学大学院保健学研究科）

「サルコぺニア・フレイル対策における栄養療法の意義」

S-17-1� �サルコペニアとその予測因子―SGA、RFH-GAを用いて
岐阜大学医学部附属病院　栄養管理室 1）、岐阜大学医学部附属病院　第一内科 2）、
岐阜大学医学部附属病院　薬剤部 3）

西村佳代子 1）、華井竜徳 2）、石原正志 3）、白木　亮 2）、清水雅仁 2）

S-17-2� �肝胆膵悪性腫瘍患者におけるサルコペニア、フレイル対策としての術前リハビリ栄養療法の工夫と効果
国立がん研究センター東病院　肝胆膵外科
安田　将、杉本元一、小林　信、高橋進一郎、小西　大、後藤田直人

S-17-3� �肝移植術後握力の回復における術後早期栄養投与量の意義
京都大学医学部附属病院　疾患栄養治療部 1）、京都大学　肝胆膵・移植外科 2）、
京都大学　糖尿病・内分泌・栄養内科 3）

玉井由美子 1）、海道利実 2）、伊藤孝司 2）、八木真太郎 2）、加茂直子 2）、幣憲一郎 1）、上本伸二 2）、稲垣暢也 1,3）

S-17-4� �大腿骨骨折患者におけるBCAA含有ゼリーの効果
利根中央病院
戸丸悟志、原澤陽二、林　茂宏、堀口未来、星野和彦、関根美智子、荻野亮子、河内英行、郡　隆之

S-17-5� �骨格筋保護を目的とした至適BCAA投与�
BCAA長期間継続投与と単回投与のinsulinotropic�actionの相違
千葉県済生会習志野病院外科 1）、日本大学理工学部体育研究室 2）、ロンザ・ジャパン 3）

櫻井洋一 1）、難波秀行 2）、王堂　哲 3）

S-17-6� �サルコペニア肥満は入院患者の身体機能改善や自宅退院率と関連する
熊本リハビリテーション病院リハビリテーション科 1）、熊本リハビリテーション病院リハビリテーション部 2）、
熊本リハビリテーション病院栄養管理科 3）、熊本リハビリテーション病院歯科診療部 4）、 
熊本リハビリテーション病院看護部 5）、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 6）

吉村芳弘 1）、長野文彦 2）、備瀬隆広 2）、嶋津さゆり 3）、工藤　舞 3）、白石　愛 4）、木戸善文 2）、濱田雄仁 2）、
葛原碧海 2）、砂原貴子 5）、上野いずみ 3）、若林秀隆 6）

シンポジウム18	 第11会場	 2月28日（金）	15:40～17:40

司会：鈴木　裕（�国際医療福祉大学病院　外科）
司会：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）

「あらためてPEGを見直す」

S-18-1� �小児，障害児・者PEGの現状と今後への課題
トトロこどもクリニック
草間龍一

S-18-2� �頭頸部癌におけるPEGによる栄養管理の有用性についての検討
徳島市民病院　内科 1）、徳島市民病院　NSTチーム 2）

岸　和弘 1,2）、丸山静香 2）、江口郁代 2）、久米夕起子 2）、松村晃子 2）、西　仁美 2）、川端由衣 2）、松本明彦 2）、
井川浩一 2）、上田博弓 2）

S-18-3� �脳卒中患者における胃瘻の活用効果�
-急性期から回復期リハビリテーションへの過程を通じて-
荒木脳神経外科病院　外科・NST 1）、荒木脳神経外科病院　NST 2）

藤井辰義 1）、野村勝彦 2）、溝上由香梨 2）、水戸裕香 2）、佐藤理恵 2）、梅田　結 2）

S-18-4� �進行性神経筋難病とPEG�
～経口摂取併用のツールとして～
国立病院機構　東近江総合医療センター　NST 1）、愛生会山科病院 2）、
国立病院機構　東近江総合医療センター　神経内科 3）

白石智順 1）、植村江里子 1）、山本順子 1）、畠中真由 1）、山根あゆみ 1）、東　里映 1）、西村幾美 1）、山田圭子 2）、
太田裕之 1）、伊藤明彦 1）、前田憲吾 3）、辻川知之 1）
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S-18-5� �当院における進行認知症患者に対する胃瘻造設の適応と現状
盛岡赤十字病院　外科
有末篤弘、畠山　元

S-18-6� �その患者は、本当に終末期ですか？　終末期でない患者からPEGを取り上げてはなりません！
医療法人西山医院
西山順博、中村智子

S-18-7� �当院におけるPEG術前検査による適応の検討と予後予測因子の検討
札幌しらかば台病院　内科・消化器科 1）、札幌しらかば台病院　脳神経内科 2）、札幌しらかば台病院　NST 3）

菊地剛史 1）、小日向真澄 3）、星　百美 3）、津田笑子 2,3）、保月隆良 2,3）、久保俊之 1）、中村浩子 1）、見田裕章 1）、
中村正弘 1）、安達靖代 1）、足立　靖 1）、吉田幸成 1）、伴　紀宏 1）、加藤康夫 1）、遠藤高夫 1）

S-18-8� �過疎、高齢化の進んだ地域基幹病院におけるQOL向上を目指したPEGの検討
南奈良総合医療センター　消化器内科 1）、南奈良総合医療センター　摂食嚥下チーム 2）、五條病院　内科 3）

堀内葉月 1）、佐谷直美 2）、鈴木淳也 1）、沢井正佳 1）、森安博人 3）、松本昌美 1）

S-18-9� �当院におけるPEGの在り方と課題�～ケアミックス病院の現状から�第2報～
原土井病院　摂食栄養支援部 1）、原土井病院　歯科 2）、原土井病院　栄養管理科 3）、原土井病院　看護部 4）、
原土井病院　薬剤部 5）、原土井病院　内科 6）、原土井病院　NST 7）

吉山恭子 1,3,7）、岩佐康行 1,2,7）、畠中晶子 1,3,7）、原田まり子 4,7）、田部久美 4,7）、久家誠美 5,7）、橋口千穂 5,7）、
中園貴子 6,7）

S-18-10� �胃ろう管理の新たなステージ－造設時の意思決定支援のための地域ACPの構築－
利根中央病院　NST 1）、国立病院機構　沼田病院　NST 2）、内田病院　NST 3）

郡　隆之 1）、戸丸悟志 1）、田中秀典 3）、小林克巳 2）、伊東七奈子 3）、高坂陽子 3）

S-18-11� �PEG患者のQOL向上を目指して�
～意思決定支援と退院前カンファレンスの重要性～
愛生会山科病院　入退院管理室 1）、愛生会山科病院　NST 2）

山田圭子 1）、山本佳奈子 2）、松本史織 2）、樋口眞宏 2）、荒金英樹 2）

薬剤師部会パネルディスカッション	 第2会場	 2月27日（木）	13:30～15:30

司会：二村昭彦（�藤田医科大学七栗記念病院薬剤課）
司会：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）
コメンテーター：鍋谷圭宏（�千葉県がんセンター　食道・胃腸外科/NST）
コメンテーター：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）

「みんなに伝えたい、栄養療法を身につけてよかったこと」

PPD-1� �病棟薬剤業務を契機としての栄養療法
札幌医科大学附属病院
髙橋和也、大原雄希、巽　博臣、宮本　篤

PPD-2� �薬剤師に求められる栄養管理
JA三重厚生連　三重北医療センター　いなべ総合病院 1）、JA三重厚生連　三重北医療センター　菰野厚生病院 2）

川瀬将紀 1）、谷口靖樹 2）、前川純一 2）、中谷理恵 2）、石田実希 2）、加藤理津子 2）

PPD-3� �一般的感覚に基づいた栄養療法ってなに？～みんなに伝えたくなった！一番大切なものは一般的感覚でした～
台東区立台東病院　薬剤室
鈴木慶介

PPD-4� �医療人として“つながり”と“ひろがり”を得た栄養療法
医療法人　横浜博萌会　西横浜国際総合病院
榎原直也

PPD-5� �地域に根ざした薬局の役割
山本保健薬局吉見店
神田一馬

PPD-6� �私が栄養を通して学んだこと
昭和大学　薬学部　社会健康薬学講座　社会薬学部門
熊木良太
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看護師部会パネルディスカッション	 第3会場	 2月27日（木）	 9:20～11:20

司会：井樋涼子（�公立八女総合病院　看護部）
司会：戸丸悟志（�利根中央病院）

「気づく、繋げる、拡げる、栄養看護　～栄養看護の未来を拓く～」

NPD-1� �栄養看護とはなにか？文献レビューから栄養看護の定義を考える
特定社団法人順心会　順心リハビリテーション病院　自立支援・栄養プロジェクト
内橋　恵

NPD-2� �病院看護師の栄養管理に関する役割と今後の課題
埼玉県立大学保健医療福祉学部看護学科
宮部明美

NPD-3� �臨床発信の看護研究が看護の実践や教育にもたらすもの
神戸大学大学院保健学研究科博士後期課程パブリックヘルス領域 /西神戸医療センター看護部
北川　恵

NPD-4� �栄養看護の未来を拓くために～看護師が研究を行なうこと～
社会医療法人甲友会　西宮協立脳神経外科病院 看護部
永野彩乃

NPD-5� �訪問看護師となって感じた栄養看護の現状と問題点
みんなのかかりつけ訪問看護ステーション緑
谷口めぐみ

栄養士・管理栄養士部会パネルディスカッション	 第11会場	 2月27日（木）	13:10～15:10

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）
司会：一丸智美（�大阪府済生会中津病院　栄養部）

「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～」

DPD-1� �基調講演�
管理栄養士とともに働くICU
神戸市立医療センター中央市民病院麻酔科 /NST 1）、神戸市立医療センター中央市民病院　総合内科 /NST 2）

東別府直紀 1）、西岡弘晶 2）

DPD-2� �当院ICUの栄養管理における管理栄養士の役割
県立広島病院　栄養管理科 1）、県立広島病院　消化器・乳腺・移植外科 2）、県立広島病院　歯科口腔外科 3）、
県立広島病院　薬剤科 4）

伊藤圭子 1）、眞次康弘 1,2）、延原　浩 3）、辻　雄輝 4）

DPD-3� �管理栄養士の栄養モニタリング頻度と栄養充足率の関連
日本赤十字社医療センター　栄養課 1）、日本赤十字社医療センター　リハビリテーション技術課 2）、
日本赤十字社医療センター　看護部 3）、日本赤十字社医療センター　大腸肛門外科 4）、
日本赤十字社医療センター　胃食道外科 5）、日本赤十字社医療センター　集中治療科 6）

石川史明 1）、山邉志都子 1）、安藤慧二 2）、元田敦子 3）、天野隆皓 4）、風間義弘 5）、齋藤　豊 6）

DPD-4� �救命病棟における栄養管理と管理栄養士の役割
済生会横浜市東部病院　栄養部 1）、済生会横浜市東部病院　救急科 2）、神奈川県立保健福祉大学　栄養学科 3）

齊田真理 1）、風巻　拓 2）、藤谷朝実 3）、山崎元靖 2）

DPD-5� �当院ICUにおける早期充足型栄養療法プロトコルの実践
千葉大学医学部附属病院　臨床栄養部 1）、千葉大学医学部附属病院　肝胆膵外科 2）、
千葉大学医学部附属病院　脳神経外科 3）、千葉大学大学院医学研究院　救急集中治療医学 4）

佐藤由美 1）、大島　拓 4）、鶴岡裕太 1）、野本尚子 1）、古川勝規 1,2）、岩立康男 1,3）
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DPD-6� �集中治療cureからcareへ�
低栄養脳出血患者に対する管理栄養士のアプローチによる中長期的アウトカム
横浜市立脳卒中・神経脊椎センター　NST 1）、横浜市立脳卒中・神経脊椎センター　栄養部 2）、
横浜市立脳卒中・神経脊椎センター　薬剤部 3）、横浜市立脳卒中・神経脊椎センター　看護部 4）、
横浜市立脳卒中・神経脊椎センター　歯科 5）、横浜市立脳卒中・神経脊椎センター　リハビリテーション部 6）、
横浜市立脳卒中・神経脊椎センター　臨床検査部 7）、横浜市立脳卒中・神経脊椎センター　麻酔科 8）

熊谷直子 1,2）、荒居典子 1,3）、臼田　誠 1,3）、原　弘士 3）、大津比呂志 1,4）、弦巻真理 1,4）、戸村苑子 1,4）、吉田彩乃 1,4）、
小山田有貴子 1,5）、小山美恵 1,6）、田中貴子 1,7）、佐野容子 1,7）、小林浩子 1,8）、坂井　誠 1,8）

DPD-7� �集中治療における侵襲下の重症患者に対する蛋白質投与量に関する検討
東邦大学医療センター大森病院　栄養部 1）、東邦大学医療センター大森病院　栄養治療センター 2）、
東邦大学医療センター大森病院　救命救急センター 3）

古田　雅 1,2）、鈴木銀河 3）、一林　亮 3）、本多　満 3）、鷲澤尚宏 1,2）

英語論文の書き方講座	 第8会場	 2月28日（金）	14:30～15:30

司会：鍋谷圭宏（�千葉県がんセンター　食道・胃腸外科/NST）

EA-1� �英語論文の執筆、投稿、発表の実践に役立つアドバイス（標準的な表現、ライティングのヒント、リソースの紹
介）
翻訳者・校正者（医学・生命科学）／ ThinkSCIENCE株式会社
ストリート美代子
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フェローシップ応募者セッション

フェローシップ応募者セッション	 第8会場	 2月27日（木）	 9:20～11:20

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）

F-1� �肝細胞癌術後、予後予測マーカーとしてのAlbumin-Lymphocyte-CRP�ratioの有用性
滋賀医科大学　外科学講座 1）、大阪医科大学　一般・消化器外科 2）、奈良県立医科大学　消化器・総合外科 3）、
関西医科大学　外科学講座 4）

飯田洋也 1）、米田浩二 2）、野見武男 3）、松島秀之 4）、松井康輔 4）、廣川文鋭 2）、前平博充 1）、海堀昌樹 4）、谷　眞至 1）

F-2� �GLIM定義低栄養は脳卒中後摂食嚥下障害の嚥下機能改善不良予測因子である
浜松市リハビリテーション病院　栄養管理室 1）、愛知医科大学医学研究科 2）、
愛知医科大学病院緩和ケアセンター 3）、聖隷三方原病院栄養課 4）、県立広島大学総合学術研究科 5）、
浜松市リハビリテーション病院リハビリテーション科 6）

清水昭雄 1,2）、前田圭介 3）、小柳雄一 4）、栢下　淳 5）、藤島一郎 6）、森　直治 3）

F-3� �高齢心不全患者の入院中の嚥下障害の発症は機能回復および１年死亡率と関連する
鹿児島市医師会病院　看護部 1）、鹿児島市医師会病院　外科 2）、鹿児島市医師会病院　診療支援部　栄養管理室 3）、
熊本リハビリテーション病院　リハビリテーション科 4）

松尾晴代 1）、石崎直樹 2）、田中佐代子 3）、吉村芳弘 4）

F-4� �内頚静脈穿刺およびCVポート手術の合併症予防のための正しい頚部解剖の理解と新たな穿刺経路の探索について
イムス札幌消化器中央総合病院　消化器内科　VADセンター
岸　宗佑

F-5� �COPD患者の総エネルギー消費量の推定式の作成
松阪市民病院　リハビリテーション室 1）、畿央大学　健康科学部　理学療法学科 2）

守川恵助 1）、武村裕之 1）、上田真也 1）、稲葉匠吾 1）、楠木晴香 1）、橋爪　裕 1）、鈴木優太 1）、天白陽介 1）、田平一行 2）

F-6� �メチオニンを標的とした膵癌化学療法における新規栄養療法戦略の可能性
東北大学大学院　消化器外科学 1）、University of California, San Diego 2）

川口　桂 1,2）、青木修一 1）、畠　達夫 1）、伊関雅裕 1）、高館達之 1）、前田晋平 1）、石田晶玄 1）、水間正道 1）、
中川　圭 1）、元井冬彦 1）、亀井　尚 1）、Robert Hoffman 2）、海野倫明 1）

F-7� �肝移植術後早期回復におけるHMB投与の有用性に関するランダム化比較試験
京都大学医学部肝胆膵・移植外科 1）、京都大学医学部附属病院疾患栄養治療部 2）

加茂直子 1）、海道利実 1）、伊藤孝司 1）、八木真太郎 1）、秦浩一郎 1）、田浦康二朗 1）、玉井由美子 2）、上本伸二 1）

要望演題

要望演題01	 第4会場	 2月27日（木）	 9:20～10:20

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）

「化学療法時の栄養管理」

Y-01-1� �外来化学療法における予後から見た栄養評価の意義
公立宇出津総合病院　NST
舟木　洋、塩谷昌大、村　宏樹、石田将路、坂下久美

Y-01-2� �S-1を用いた食道癌術後補助療法における栄養学的指標の検討
浜松医科大学　医学部　外科学第二講座 1）、浜松医科大学　医学部　周術期等生活機能支援学講座 2）

菊池寛利 1）、川田三四郎 1）、曽根田亘 1）、廣津　周 1）、松本知拓 1）、平松良浩 2）、神谷欣志 1）、森田剛文 1）、
坂口孝宣 1）、竹内裕也 1）

Y-01-3� �大腸癌化学療法時における栄養不良についての検討
兵庫医科大学下部消化管外科
山野智基、松原孝明、宋　智亨、木村　慶、馬場谷彰仁、安原美千子、片岡幸三、別府直仁、池田正孝、冨田尚裕
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Y-01-4� �食道がん・頭頸部がん患者における安静時エネルギー消費量と食事摂取量および体組成の関係性
徳島大学大学院代謝栄養学分野
別府香名、堤　理恵、瀬部真由、阪上　浩

Y-01-5� �食道癌術前化学療法時におけるアルギニン・EPA飲料摂取の骨格筋量維持効果
名古屋市立大学病院　臨床栄養管理室 1）、
名古屋市立大学大学院医学研究科　消化器外科学 2）、名古屋市立大学大学院医学研究科　口腔外科学分野 3）、
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 4）

山田悠史 1）、小川　了 1,2）、中村吉博 1）、寺西絵美 1）、森田裕之 1）、田中達也 2）、渋谷恭之 1,3）、瀧口修司 2）、
祖父江和哉 4）

Y-01-6� �頭頸部癌の放射線治療における有害事象の有無と栄養状態の関連について
上尾中央総合病院　栄養科 1）、上尾中央総合病院　外科 2）、上尾中央総合病院　脳神経内科 3）

中島　麟 1）、大村健二 2）、寺田　師 1）、長岡亜由美 1）、佐藤美保 1）、徳永惠子 3）

要望演題02	 第4会場	 2月27日（木）	10:20～11:20

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）

「栄養教育の現状と課題」

Y-02-1� �医学生に対する栄養教育の現状とReversed�CPC（RCPC）による能動的学習の取り組み
群馬大学医学部附属病院検査部
常川勝彦、木村孝穂、村上正巳

Y-02-2� �薬学部病院実務実習における効果的なNST実習と評価方法の構築
滋賀医科大学医学部附属病院薬剤部 1）、滋賀医科大学医学部看護学科基礎看護学講座 2）、
滋賀医科大学医学部附属病院栄養治療部 3）

神谷貴樹 1）、星野伸夫 1）、堀江美弥 1）、佐々木雅也 2,3）、寺田智祐 1）

Y-02-3� �看護師主体のNST活動を介した看護師教育への取り組み
公益財団法人田附興風会医学研究所　北野病院　看護部 1）、 
公益財団法人田附興風会医学研究所　北野病院　栄養部 2）、
公益財団法人田附興風会医学研究所　北野病院　リハビリテーション科 3）、 
公益財団法人田附興風会医学研究所　北野病院　薬剤部 4）、 
公益財団法人田附興風会医学研究所　北野病院　臨床検査部 5）、
公益財団法人田附興風会医学研究所　北野病院　消化器外科 6）

高橋梨加 1）、宮森理英子 1）、井下春美 1）、北出順子 1）、山田信子 2）、御石絢子 2）、松岡　森 3）、猪崎　愛 3）、
宮内由利子 4）、上ノ山和也 4）、垣内真子 5）、山崎みどり 5）、内田洋一朗 6）

Y-02-4� �GLIMによる栄養教育（栄養食事指導）の実践
小田原市立病院　診療部　栄養科 1）、相模女子大学　栄養科学部　管理栄養学科 2）

山崎瑞穂 1）、望月弘彦 2）

Y-02-5� �リハビリテーションスタッフに対する栄養評価の知識向上にむけた取り組みとその効果
地方独立行政法人総合病院国保旭中央病院診療技術局リハビリテーション科 1）、
地方独立行政法人総合病院国保旭中央病院NST委員会 2）

内村信一郎 1）、福田直輝 1）、小林隆行 1）、紫村治久 2）

Y-02-6� �臨床栄養を徹底的に学ぶ～LLLプログラムの学習と効果
医療法人秀麗会山尾病院　看護介護部 1）、西宮協立脳神経外科病院　看護部 2）

牧香代子 1）、永野彩乃 2）

要望演題03	 第6会場	 2月27日（木）	 9:20～10:20

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）

「循環器疾患の栄養管理」

Y-03-1� �心不全患者における安静時消費エネルギー（REE）規定因子および生化学的栄養評価法についての検討
大阪大学　大学院医学系研究科　循環器内科学 1）、大阪大学医学部附属病院　栄養マネジメント部 2）

坂本陽子 1）、和佐勝史 2）、坂田泰史 1）
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Y-03-2� �慢性心不全患者を対象としたサルコペニアと栄養状態の関連
滋賀医科大学医学部附属病院　栄養治療部 1）、滋賀医科大学医学部附属病院　循環器内科 2）、
同志社女子大学大学院　生活科学研究科 3）

安原祥子 1）、小幡綾音 1,3）、馬場重樹 1）、中西直子 1）、栗原美香 1）、八木典章 2）、酒井　宏 2）、山本　孝 2）、
中川義久 2）、佐々木雅也 1）

Y-03-3� �高齢心不全患者における短期間での栄養評価が可能な動的指標についての検討
箕面市立病院　NST 1）、箕面市立病院　循環器内科 2）、箕面市立病院　糖尿病内分泌内科 3）、
箕面市立病院　看護局 4）、箕面市立病院　栄養部 5）、箕面市立病院　薬剤部 6）

小西永里子 1,2）、浅野なつ美 1,5）、小島敦子 1,5）、畑亜希子 1,5）、飯田由貴代 1,4）、見戸佐織 1,4）、田路さやか 1,6）、
仲下知佐子 1,6）、平田　歩 1,3）、井端　剛 1,3）

Y-03-4� �急性心不全および慢性心不全急性増悪患者における短期予後予測因子としてのCRP/アルブミン比の検討
出水総合医療センター薬剤科 1）、外科 2）、栄養科 3）、検査科 4）、看護部 5）、NST 6）、Heart Team 7）

田實裕介 1,6,7）、花田法久 2,6）、冨山成章 1,6,7）、前山瑞穂 1,6）、宇藤　忍 3,6）、田中美紀 3,6）、田實敏郎 4,6）、
春田里美 4,6）、吉井久美子 5,6）、新田真由 5,6）、大熊利忠 2,6）

Y-03-5� �急性心筋梗塞症例における亜鉛濃度の変動
仙台市医療センター仙台オープン病院　循環器内科
浪打成人

Y-03-6� �多施設・多職種参加型心不全ワークショップにおけるアンケート調査から見えた心不全栄養指導の現状と課題
聖隷浜松病院栄養課 1）、聖隷浜松病院循環器内科 2）、浜松医科大学　内科学第三講座 3）、聖隷三方原病院栄養課 4）

鈴村里佳 1）、生駒剛典 3）、白井麻菜美 4）、齋藤秀輝 2）

要望演題04	 第6会場	 2月27日（木）	10:20～11:20

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）

「緩和医療における栄養療法」

Y-04-1� �緩和ケア病棟のない急性期病院におけるがん終末期患者への栄養サポート�ー管理栄養士ができる事とはー
京都九条病院臨床栄養部 1）、京都九条病院看護部 2）、京都九条病院薬剤部 3）、京都九条病院消化器外科 4）

片山影美子 1）、森本康裕 1）、高安郁代 2）、安藤良平 2）、須山奈見子 3）、國永智昭 3）、松岡加世子 3）、野口あさぎ 3）、
友澤明徳 3）、北川一智 1,4）

Y-04-2� �終末期がん患者における血清元素測定の意義について
藤田医科大学医学部外科・緩和医療学講座 1）、藤田医科大学　七栗記念病院　医療技術部臨床検査輸血課 2）

伊藤彰博 1）、東口髙志 1）、臼井正信 1）、都築則正 1）、二村昭彦 1）、上葛義浩 1）、井谷功典 2）

Y-04-3� �終末期がん患者の推算糸球体濾過量に及ぼす筋肉量と血清アルブミン値の影響に関する検討
藤田医科大学　七栗記念病院　医療技術部薬剤課 1）、藤田医科大学　医学部　外科・緩和医療学講座 2）

上葛義浩 1,2）、東口髙志 2）、二村昭彦 1,2）、臼井正信 2）、伊藤彰博 2）、都築則正 2）

Y-04-4� �緩和ケア病棟に適する食器の選択
金城学院大学生活環境学部
岸　和廣

Y-04-5� �高齢患者の栄養や癌性腹膜炎の症状緩和の為に当院で施行したPTEG45件の検討
社会医療法人誠光会草津総合病院消化器内科 1）、社会医療法人誠光会草津総合病院消化器・一般外科 2）、
社会医療法人誠光会草津総合病院栄養管理部 3）、医療法人西山医院 4）、社会医療法人誠光会草津総合病院薬剤部 5）

島本和巳 1）、森　直子 1）、杉谷義彦 1）、小林　遊 1）、伴　宏充 1）、中村文泰 1）、山岸紀子 5）、一瀬真澄 2）、
高田小百合 3）、西村直子 3）、布施順子 3）、西山順博 4）

Y-04-6� �終末期患者に対する栄養補給を目的としたCVポートの功罪
JCHO横浜中央病院　外科 1）、JCHO横浜中央病院　NST 2）

三松謙司 1,2）、吹野信忠 1）、斎野容子 2）、阪口美穂 2）、安保敏明 2）、相澤聡一 2）、小澤康太 2）
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要望演題05	 第6会場	 2月27日（木）	15:20～16:20

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）

「重症病態における栄養管理」

Y-05-1� �小腸切除マウスの肝臓における脂質代謝関連遺伝子発現の検討
筑波大学医学医療系　小児外科 1）、筑波大学医学医療系　代謝内分泌糖尿病内科 2）

小野健太郎 1）、佐々木理人 1）、松坂　賢 2）、島野　仁 2）、増本幸二 1）

Y-05-2� �modified�NUTRIC�scoreを使ったICU患者に対する栄養障害リスクスクリーニング：後ろ向き観察研究
日本赤十字社医療センター栄養課 1）、看護部 2）、リハビリテーション技術課 3）、大腸肛門外科 4）、胃食道外科 5）、
麻酔科 6）、集中治療科 7）

石川史明 1）、山邊志都子 1）、油井智佳 2）、安藤慧二 3）、天野隆皓 4）、風間義弘 5）、諏訪潤子 6）、齋藤　豊 7）

Y-05-3� �リフィーディング症候群高リスク患者の抽出と介入
東近江総合医療センター　栄養管理室 1）、東近江総合医療センター　薬剤部 2）、 
東近江総合医療センター　リハビリテーション科 3）、
東近江総合医療センター　臨床検査科 4）、東近江総合医療センター　外科 5）、
東近江総合医療センター　消化器内科 6）、東近江総合医療センター　栄養サポートチーム 7）

山根あゆみ 1,7）、畠中真由 1,7）、山本順子 1,7）、山下美帆 1,7）、田中勝久 1,7）、西村幾美 2,7）、東　里映 2,7）、
一瀬亮介 4,7）、白石智順 3,7）、太田裕之 5,7）、伊藤明彦 6,7）、辻川知之 6,7）

Y-05-4� �Open�Abdominal�Management中の栄養管理
済生会横浜市東部病院　栄養部 1）、神奈川県立保健福祉大学　栄養学科 2）、済生会横浜市東部病院　救急科 3）、
愛媛大学大学院医学系研究科　救急医学講座 4）

齊田真理 1）、風巻　拓 3）、藤谷朝実 2）、山崎元靖 3）、佐藤格夫 4）

Y-05-5� �重症外傷患者における亜鉛欠乏に関する検討
長崎大学病院　高度救命救急センター
山野修平、泉野浩生、田﨑　修

Y-05-6� �重症患者におけるアルギン酸投与の安全性および有効性の検討
徳島大学大学院医歯薬学研究部代謝栄養学分野
堤　理恵、阪上　浩

要望演題06	 第6会場	 2月27日（木）	17:20～18:20

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）

「呼吸器疾患の栄養管理」

Y-06-1� �慢性閉塞性肺疾患に併存するフレイル・サルコペニア対策における栄養療法の意義
奈良県立医科大学附属病院栄養管理部 1）、奈良県立医科大学呼吸器内科学講座 2）

吉川雅則 1）、藤田幸男 2）、山口千影 1）、山本佳史 2）

Y-06-2� �入院治療を要した肺炎症例の栄養評価と栄養療法の問題点と対策
豊橋市民病院外科肛門外科NST 1）、豊橋市民病院栄養管理室 2）

柴田佳久 1）、小池公子 2）

Y-06-3� �誤嚥性肺炎患者の栄養管理～10年前と現在を比較検討して～
社会医療法人　近森会　近森病院　臨床栄養部 1）、社会医療法人　近森会　近森病院　院長 2）

福間睦美 1）、田部大樹 1）、泉　麻衣 1）、太田由莉恵 1）、鈴木絵梨奈 1）、宮島　功 1）、近森正幸 2）

Y-06-4� �誤嚥性肺炎により入院した患者における障害高齢者の日常生活自立度を用いた経口摂取の予後予測
高崎総合医療センターNST 1）、日本大学歯学部摂食機能療法学講座 2）、神奈川歯科大学全身管理医歯学講座 3）

木村将典 1）、小川祐介 1）、佐藤麻里 1）、下田千波 1）、飯田貴俊 3）、吉田哲也 1）、佐藤光保 2）、稲川元昭 1）、
長沼　篤 1）、田中俊行 1）、小川哲史 1）

Y-06-5� �安定期COPD患者に対するMed-Passとして高脂質高濃度栄養食を用いた栄養療法と運動療法同時介入効果の
検討
坂出市立病院栄養管理科 1）、坂出市立病院内科 2）、坂出市立病院リハビリテーション科 3）、RST 4）、NST 5）

国方ちあき 1,4,5）、中村洋之 2,4,5）、多田新太 3,4,5）、奥條朝子 3,4）、三谷真由美 3,4,5）、斉藤恵美子 3,4,5）、中村佳代 1,5）、
喜多信之 2,4）、田岡輝久 2,5）
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Y-06-6� �結核患者に対するNST活動の実際とその効果
国立病院機構　東近江総合医療センター　薬剤部 1）、国立病院機構　東近江総合医療センター　NST 2）

西村幾美 1,2）、東　里映 1,2）、伊藤明彦 2）、山本順子 2）、畠中真由 2）、山根あゆみ 2）、白石智順 2）、庄野裕志 1）、
河合　実 1）、太田裕之 2）、辻川知之 2）

要望演題07	 第7会場	 2月27日（木）	 9:20～10:20

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）

「脳神経疾患の栄養管理」

Y-07-1� �脳卒中に特化したNST「ストロークNST」の現状と課題
桑名恵風会桑名病院脳神経外科 1）、桑名恵風会桑名病院外科 2）、桑名恵風会桑名病院看護部 3）、
桑名恵風会桑名病院薬剤部 4）、桑名恵風会桑名病院臨床検査室 5）、桑名恵風会桑名病院リハビリテーション部 6）、
桑名恵風会桑名病院栄養室 7）、桑名恵風会桑名病院歯科衛生士 8）

森田幸太郎 1）、中里真二 1）、榊原年宏 2）、遠藤沙保里 3）、福田成美 3）、井川　望 4）、近藤舞子 8）、小林果歩 5）、
渡邉里美 6）、渡邊知子 3）、小林昌子 7）

Y-07-2� �筋萎縮性側索硬化症におけるエネルギー代謝における検討
滋賀医科大学医学部附属病院栄養治療部 1）、滋賀医科大学医学部脳神経内科学講座 2）、
滋賀医科大学医学部呼吸器内科学講座 3）

栗原美香 1）、長尾大志 3）、安原祥子 1）、中西直子 1）、馬場重樹 1）、金　一暁 2）、漆谷　真 2）、佐々木雅也 1）

Y-07-3� �位相角（phase�angle）の改善は脳卒中回復期患者の機能的予後と関連する
熊本リハビリテーション病院　リハビリテーション部　理学療法科 1）、作業療法科 2）、言語聴覚科 3）、栄養科 4）、
看護部 5）、歯科 6）、リハビリテーション科 7）

備瀬隆広 1）、長野文彦 1）、葛原碧海 1）、木戸善文 2）、濱田雄仁 3）、砂原貴子 5）、工藤　舞 4）、上野いずみ 4）、
嶋津さゆり 4）、白石　愛 6）、吉村芳弘 7）

Y-07-4� �急性期脳卒中患者における早期経腸栄養開始プロトコル導入の効果と栄養管理の課題
茨城西南医療センター病院 1）、看護部 2）、消化器外科 3）、栄養部 4）

小澤さおり 1,2）、野﨑礼史 1,3）、佐々木貴子 1,4）、中島春香 1,4）

Y-07-5� �脳卒中患者への個別栄養サポートの身体機能改善および自宅退院との関連
熊本リハビリテーション病院　栄養管理科 1）、リハ科 2）、理学療法科 3）、作業療法科 4）、言語聴覚科 5）、
歯科口腔外科 6）、看護部 7）

嶋津さゆり 1）、吉村芳弘 2）、工藤　舞 1）、上野いずみ 1）、長野文彦 3）、備瀬隆広 3）、白石　愛 6）、砂原貴子 7）、
濱田雄仁 5）、葛原碧海 3）、木戸善文 4）

Y-07-6� �急性期病院におけるリハビリテーション栄養を考慮したNST回診の効果の検討
一宮西病院　リハビリテーション科
岩田　祥、野々山孝志

要望演題08	 第7会場	 2月27日（木）	10:20～11:20

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）

「栄養管理における地域連携」

Y-08-1� �栄養を介した医療と産業の連携による地域一体型NSTの提案
愛生会山科病院　外科
荒金英樹

Y-08-2� �島根県地域在住高齢者の栄養状態に影響を与える因子の検討とMedical�IOTを用いた地域一体型NST構築の可
能性
島根県立大学看護栄養学部 1）、江田クリニック訪問リハビリテーション部 2）、（株）ファーマシイすこやか薬局 3）、
医療法人医純会すぎうら医院栄養管理部 4）、藤田医科大学医学部外科・緩和医療学講座 5）

中山真美 1）、高見由美 2）、日野良紀 2）、永和香菜子 2）、熊谷岳文 3）、馬庭章子 4）、金本由紀子 4）、東口髙志 5）

Y-08-3� �急性期病院から在宅へ栄養療法をつなぐための薬剤情報提供の取り組み
神戸市立医療センター中央市民病院薬剤部 1）、神戸市立医療センター中央市民病院麻酔科 2）、
神戸市立医療センター中央市民病院総合内科 3）

楠田かおり 1）、室井延之 1）、土肥麻貴子 1）、東別府直紀 2）、西岡弘晶 3）、橋田　亨 1）
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Y-08-4� �在宅訪問リハビリテーション利用者の栄養状態、およびADL改善に影響する栄養関連因子の検討
えだクリニック整形外科・リハビリテーション科 1）、島根県立大学看護栄養学部健康栄養学科 2）

高見由美 1）、中山真美 2）、永和香菜子 1）、江田有史 1）、岩崎修子 1）、日野良紀 1）

Y-08-5� �医療介護連携における急性期病院NSTの役割～介護食教室を開催して～
国家公務員共済組合連合会新別府病院 1）、外科 2）、内分泌代謝内科 3）、栄養管理室 4）

髙野志保 1,4）、菊池暢之 1,2）、田島正晃 1,2）、田中克宏 1,3）、田崎亮子 1,4）、阿部美紀 1,4）、末吉安奈 1,4）

Y-08-6� �消化器外科患者に対するPFM（Patient�Flow�Management）における栄養評価と指導効果についての検討
小牧市民病院　栄養科 1）、消化器外科 2）、看護局 3）、薬局 4）

小塚明弘 1）、望月能成 2）、出口裕子 4）、梅元千晴 3）、鷹見友梨恵 3）、宮川佐和子 4）、柴田久美子 4）、岩野美紀 4）

要望演題09	 第7会場	 2月27日（木）	13:10～14:10

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）

「消化器疾患の栄養管理」

Y-09-1� �臨床病期I期食道癌に対する根治化学放射線療法中の栄養指標変化
京都大学　医学部　放射線治療科
坂中克行、藤井康太、石田祐一、溝脇尚志

Y-09-2� �進行食道癌患者における初診時栄養状態のGLIM�criteriaにおける評価の検討
神奈川県立がんセンター　消化器外科
尾形高士、下田陽太、神尾一樹、公盛啓介、渡邊勇人、藤川寛人、山田貴允、大島　貴

Y-09-3� �食道癌術後に体重を維持するために経腸栄養を併用することの意義について
広島市立広島市民病院　NST 1）、比治山大学　健康栄養学部　管理栄養学科 2）

原野雅生 1）、元廣優子 1）、西川陽子 1）、山下　梓 1）、村上　綾 1）、田中千晶 1）、平野敬子 1）、中村香里 1）、
永吉志織 1）、迫田育美 1）、中井將人 1）、横山しつよ 2）、井谷史嗣 1）

Y-09-4� �胃癌、食道癌における微量元素に関する検討
国立国際医療研究センター外科 1）、国立国際医療研究センター管理栄養士 2）、
国立国際医療研究センター研究所　難治性疾患研究部 3）、東レリサーチ 4）

山田和彦 1）、志村まり 3）、丸山紗季 2）、加藤大貴 1）、野原京子 1）、榎本直記 1）、寺山仁祥 1）、三田英明 1）、
片岡温子 1）、竹村信行 1）、清松知充 1）、飯田　豊 4）、國土典宏 1）

Y-09-5� �胃癌胃全摘術後の体重変化に影響する因子の検討
大阪警察病院　消化器外科 1）、大阪警察病院　救命救急科 2）

岸健太郎 1）、文　正浩 1）、中原裕次郎 1）、山田知輝 2）、三賀森学 1）、内藤　敦 1）、大塚正久 1）、古川健太 1）、
今里光伸 1）、浅岡忠史 1）、赤松大樹 1）

Y-09-6� �入院終末期胃がん患者の食事状況の現状
愛知医科大学病院　薬剤部 1）、愛知医科大学大学院　緩和・支持医療学 2）、愛知医科大学病院　栄養部 3）、
愛知医科大学病院　歯科口腔外科 4）

野々垣知行 1）、前田圭介 2）、石田優利亜 3）、加藤涼子 1）、松山怜実 4）、山中洋介 4）、森　直治 2）

要望演題10	 第4会場	 2月28日（金）	 8:30～9:30

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）

「小児における栄養管理」

Y-10-1� �小児急性虫垂炎における周術期体組成変化の検討
聖マリア病院　小児外科 1）、聖マリア病院　栄養支援管理部 2）、聖マリア病院　NST 3）

吉田　索 1）、浅桐公男 1）、朝川貴博 1,2）、靏久士保利 1）、岩屋祐子 3）

Y-10-2� �ω3脂肪酸含有食品を含めた短腸症候群に対する栄養管理の工夫
聖マリア病院小児外科 1）、聖マリア病院栄養支援管理部 2）、聖マリア病院NST 3）

靍久士保利 1）、浅桐公男 1）、吉田　索 1）、朝川貴博 2）、岩屋祐子 3）
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Y-10-3� �急性期小児病棟での栄養評価法の再考
昭和大学NST
千葉正博、菅野丈夫、青塚光希、町田あゆみ、藤宮龍祥、佐藤千秋、十良澤勝雄、八木仁史、添野民江、杉山彰英

Y-10-4� �当院での「胃ろう・栄養外来」の取り組み
愛知県医療療育総合センター小児外科
毛利純子

Y-10-5� �複雑心奇形を持つ小児患者への胃瘻/腸瘻造設
神奈川県立こども医療センター外科
北河徳彦、藤井俊輔、都築行広

Y-10-6� �摂食・嚥下障害を伴う重症心身障害児に対する経皮内視鏡的胃瘻造設術の導入
厚生連高岡病院　外科
澤田幸一郎、俵　広樹、岡本純平、大島正寛、羽田匡宏、加藤洋介、小竹優範、尾山佳永子、原　拓央

要望演題11	 第4会場	 2月28日（金）	 9:35～10:35

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）

「NST加算の現状と課題」

Y-11-1� �NST加算の現状と課題-一般急性期病院におけるNST
長野赤十字病院　NST　小児外科 1）、長野赤十字病院　NST　栄養課 2）、長野赤十字病院　NST　薬剤部 3）、
長野赤十字病院　NST　検査部 4）、長野赤十字病院　NST　看護部 5）

北原修一郎 1）、渡辺登美子 2）、橋本典枝 2）、山岸恵美 2）、米澤郁美 2）、松沢資佳 3）、池上悦子 3）、若林裕子 3）、
山岸夏子 4）、倉島祥子 4）、長田ゆき江 5）

Y-11-2� �栄養サポートチーム加算算定率向上への取り組みの検討
東京医科大学茨城医療センター薬剤部 1）、東京医科大学茨城医療センター栄養管理科 2）、
東京医科大学茨城医療センター看護部 3）、東京医科大学茨城医療センター消化器内科 4）、
東京医科大学茨城医療センター腎臓内科 5）、東京医科大学茨城医療センター消化器外科 6）

鈴木絵莉 1）、鬼澤郁人 1）、石井智子 2）、唐澤美智子 3）、上杉真由美 3）、奈須理恵子 3）、平野凪紗 3）、坂本修子 3）、
玉虫　惇 4）、丸山浩史 5）、松本晃一 1）、丸山常彦 6）

Y-11-3� �当院NSTにおけるNST加算の現状と課題
東北大学病院　栄養サポートセンター 1）、東北大学病院　栄養管理室 2）、東北大学病院　消化器外科 3）、
東北大学病院　耳鼻咽喉・頭頚部外科 4）

稲村なお子 1,2）、武田みゆき 1,2）、佐々木まなみ 1,2）、布田美貴子 1,2）、元井冬彦 1,3）、香取幸夫 1,4）

Y-11-4� �療養型病院の栄養管理方法と転帰先に関する現状と因子の検討�～診療報酬制度とNST介入におけるジレンマ～
医療法人　光陽会　関東病院　リハビリテーション科 1）、医療法人　光陽会　関東病院　糖尿病内科 2）、
医療法人　光陽会　関東病院　栄養科 3）、医療法人　光陽会　関東病院　看護部 4）

成田雄一 1）、藤崎公達 2）、毛利悦子 3）、落志美加 4）、甲嶋義史 1）、井戸川由花 1）

Y-11-5� �当院のNSTの現状と予後不良患者との関連についての検討
日本赤十字社医療センター　胃・食道外科 1）、日本赤十字社医療センター　栄養課 2）、
日本赤十字社医療センター　看護部 3）、日本赤十字社医療センター　薬剤部 4）、
日本赤十字社医療センター　検査部 5）、日本赤十字社医療センター　リハビリテーション科 6）

風間義弘 1）、石川史明 2）、山邊志都子 2）、金子まなぶ 3）、三島明子 3）、清水里紗 4）、桑原麻樹 5）、樋口　晶 6）、
菅野恵子 5）

Y-11-6� �当院NSTチームの取り組みからみえた問題点～栄養状態良好患者の悪化要因の検討～
南東北福島病院リハビリテーション科 1）、南東北福島病院神経心理科 2）、南東北福島病院口腔外科 3）

松岡成美 1）、深渡亮平 1）、橋本香織 2）、宇波雅人 3）
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要望演題12	 第4会場	 2月28日（金）	10:40～11:40

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）

「嚥下障害患者へのアプローチ」

Y-12-1� �外傷性頚髄損傷に合併した嚥下障害　-頸椎前方軟部組織厚増大との関連-
社会医療法人緑泉会米盛病院リハビリテーション科
三石敬之

Y-12-2� �当院嚥下サポートチーム回診患者における薬学的介入とその効果
公立松任石川中央病院　薬剤室 1）、公立松任石川中央病院　リハビリテーション室 2）、
公立松任石川中央病院　看護部 3）、公立松任石川中央病院　栄養管理室 4）、公立松任石川中央病院　外科 5）、
公立松任石川中央病院　耳鼻咽喉科 6）

金原寛子 1）、小林沙織 2）、山本美穂 3）、永岡奈美 3）、長東菜穂 4）、高本美由喜 1）、石井　要 5）、小森　岳 6）、
塚谷才明 6）

Y-12-3� �摂食嚥下障害の患者への多職種協働と薬学的介入の必要性
公益財団法人　筑波メディカルセンター　筑波メディカルセンター病院　診療技術部薬剤科 1）、
公益財団法人　筑波メディカルセンター　筑波メディカルセンター病院　診療技術部栄養管理科 2）

山田史江 1）、藤田明美 2）

Y-12-4� �高齢者肺炎の生命予後への経口摂取保持の重要性
西陣病院内科 1）、外科 2）、栄養科 3）、薬剤部 4）、リハビリテーション部 5）、看護部 6）

西村智子 1）、坂本京子 1）、豊國恵麻 1）、広中順也 1）、矢野美保 1）、高木　剛 2）、須惠裕子 3）、大竹優樹 4）、
西村豪文 5）、森谷恵子 6）、柳田國雄 1）

Y-12-5� �食道バルーン拡張術での咽頭麻酔の使用経験
西陣病院　リハビリテーション科 1）、西陣病院　内科 2）、西陣病院　外科 3）、西陣病院　栄養科 4）、
西陣病院　薬剤部 5）、西陣病院　看護部 6）

西村豪文 1）、西村智子 2）、坂本京子 2）、豊國恵麻 2）、広中順也 2）、矢野美保 2）、高木　剛 3）、須惠裕子 4）、
大竹優樹 5）、森谷恵子 6）、柳田國雄 2）

Y-12-6� �那須中央病院における高齢者の摂食嚥下障害に対する嚥下造影検査の解析
那須中央病院歯科口腔外科 1）、那須中央病院栄養科 2）、那須中央病院看護部 3）、那須中央病院リハビリ科 4）、
那須中央病院放射線科 5）、那須中央病院整形外科 6）

渡邉八州郎 1）、野田幸子 2）、加藤ゆかり 3）、渡邉のぞみ 2）、阿部早彩 4）、栗田和幸 4）、太田朋秀 5）、臼井健夫 6）

要望演題13	 第8会場	 2月28日（金）	 9:35～10:35

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）

「肝胆膵疾患の栄養管理」

Y-13-1� �腹腔鏡下肝切除における術前身体組成の意義
大阪赤十字病院　消化器外科 1）、京都大学医学部附属病院　肝胆膵・移植外科 2）

濱口雄平 1,2）、海道利実 2）、上本伸二 2）

Y-13-2� �超高齢総胆管結石症例の内視鏡治療における腸腰筋指数の意義
済生会松阪総合病院　内科 1）、管理栄養課 2）、看護部 3）

福家洋之 1）、大洲有佳 2）、西村　萌 2）、松本由紀 2）、伊藤理愛 3）、中井佐奈 3）、清水敦哉 1）

Y-13-3� �小児外科における亜鉛欠乏�ー胆道閉鎖症に対する積極的亜鉛補充の可能性ー
大分県立病院小児外科 1）、大分県立病院栄養管理部 2）

江角元史郎 1）、福原雅弘 1）、森口智江 1）、中山優紀 2）、宇都宮みどり 2）

Y-13-4� �マウスモデルにおける高脂肪食が腸内細菌叢と胆汁酸代謝に与える影響
山梨大学医学部外科学講座第1教室
古屋信二、滝口光一、高橋和徳、清水浩紀、丸山　傑、中田祐紀、赤池英憲、細村直弘、河口賀彦、雨宮秀武、
川井田博充、須藤　誠、河野　寛、市川大輔
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Y-13-5� �膵全摘術における栄養管理介入の有用性
公益財団法人　田附興風会　医学研究所　北野病院　栄養部 1）、 
公益財団法人　田附興風会　医学研究所　北野病院　看護部 2）、 
公益財団法人　田附興風会　医学研究所　北野病院　薬剤部 3）、
公益財団法人　田附興風会　医学研究所　北野病院　リハビリテーション科 4）、 
公益財団法人　田附興風会　医学研究所　北野病院　臨床検査部 5）、
公益財団法人　田附興風会　医学研究所　北野病院　消化器外科 6）、
公益財団法人　田附興風会　医学研究所　北野病院　NST 7）

御石絢子 1,7）、山田信子 1,7）、北出順子 2,7）、井下春美 2,7）、宮森理英子 2,7）、宮内由利子 3,7）、松岡　森 4,7）、
吉田　都 4,7）、猪崎　愛 4,7）、山崎みどり 5,7）、垣内真子 5,7）、大洞佳代子 4,7）、内田洋一朗 6,7）

Y-13-6� �膵癌切除術後合併症の重症度と周術期栄養状態の関連
東北大学大学院消化器外科学
元井冬彦、青木修一、畠　達夫、伊関雅裕、高舘達之、前田晋平、有明恭平、川口　桂、石田晶玄、水間正道、
中川　圭、海野倫明

要望演題14	 第8会場	 2月28日（金）	10:40～11:40

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）

「腎疾患の栄養管理」

Y-14-1� �透析患者における栄養指標としての血清コリンエステラーゼ値
医療法人秀和会秀和総合病院　NST 1）、透析室 2）、付属秀和透析クリニック 3）、消化器内科 4）、外科 5）

田村小百合 1）、後藤真弓 2）、友菊　香 3）、鈴木壱知 4）、五関謹秀 5）

Y-14-2� �外来腹膜透析患者における食塩味覚閾値判定濾紙検査法とFFQｇとの検討
鹿児島県立短期大学　生活科学科 1）、玉昌会　高田病院　栄養室 2）、玉昌会　高田病院　薬局 3）

永野美和 1）、大久保由梨 2）、東園美千代 3）

Y-14-3� �当院透析患者におけるカルニチン血中濃度の実態とカルニチン補充の効果
栗山赤十字病院　看護部 1）、栗山赤十字病院　臨床工学課 2）、北海道大学病院　内科Ⅱ 3）

浅田友紀 1）、遠藤秀介 2）、成田則子 1）、石川康暢 3）

Y-14-4� �血液透析患者における脂肪乳剤投与（IDPN）に関する調査
東京都保健医療公社大久保病院薬剤科 1）、東京都保健医療公社大久保病院栄養科 2）、
東京都保健医療公社大久保病院看護部 3）、東京都保健医療公社大久保病院リハビリテーション科 4）、
医療法人財団緑秀会田無病院 5）

藤谷竜磨 1）、飯嶋　歩 1）、岡田宜和 1）、鎭目晶子 1）、滝島さやか 1）、加納千冬 1）、浅利貴奈 1）、岡嶋絵里香 1）、
真柴友紀 1）、金澤陽子 2）、関口美穂子 3）、御子神由紀子 4）、塩地園代 1）、丸山道生 5）

Y-14-5� �当院回復期リハビリテーション病棟に骨折で入院した血液透析患者の栄養状態とFIMの関連
医療法人　創和会　しげい病院　リハビリテーション部 1）、医療法人　創和会　しげい病院　内科 2）

清水賢児 1）、西濱美絵 1）、山西あさみ 2）

Y-14-6� �入院患者の腎機能障害は口腔状態悪化と関連する
熊本リハビリテーション病院　歯科口腔外科 1）、熊本リハビリテーション病院　リハビリテーション科 2）、
熊本リハビリテーション病院　栄養管理科 3）、熊本リハビリテーション病院　看護部 4）

白石　愛 1）、吉村芳弘 2）、嶋津さゆり 3）、辻　友里 1）、長野文彦 2）、備瀬隆広 2）、工藤　舞 3）、木戸善文 2）、
濱田雄仁 2）、葛原碧海 2）、砂原貴子 4）、上野いずみ 3）

要望演題15	 第12会場	 2月28日（金）	 8:30～9:30

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）

「周術期における栄養管理�1」

Y-15-1� �長期的な肺炎予防・体重維持を目指した食道癌急性期のチーム医療
浜松医科大学　外科学第二講座 1）、浜松医科大学　周術期等生活機能支援学講座 2）、
浜松医科大学付属病院　リハビリテーション科 3）、浜松医科大学付属病院　栄養部 4）、
浜松医科大学附属病院　救急部 5）、浜松医科大学付属病院　血液浄化療法部 6）

川田三四郎 1）、平松良浩 1,2）、渡邉浩司 2,3）、本家淳子 2）、白井祐佳 4）、位田文香 4）、高橋善明 5）、菊池寛利 1）、
加藤明彦 6）、竹内裕也 1）
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Y-15-2� �胃全摘術と幽門側胃切除術における食べにくい食事内容に関する比較
神戸大学大学院　保健学研究科　パブリックヘルス領域　博士後期課程 1）、
神戸市立西神戸医療センター　看護部 2）、神戸大学大学院　保健学研究科　パブリックヘルス領域 3）、
一般財団　永瀬会　松山市民病院　外科 4）、神戸市立西神戸医療センター　栄養管理室 5）

北川　恵 1,2）、上杉裕子 3）、河田直海 4）、島村康弘 5）

Y-15-3� �持続血糖測定（CGM）システムを用いた胃切除後血糖変動評価についての検討
京都府立医科大学　消化器外科
窪田　健、庄田勝俊、小菅敏幸、小西博貴、湯場上将之、小川総一郎、岡本和真、大辻英吾

Y-15-4� �高齢者大腸癌患者における骨格筋量が術後合併症に及ぼす影響
大阪市立大学大学院医学研究科　消化器外科学 1）、大阪市立総合医療センター 2）

佐々木麻帆 1）、福岡達成 1）、永原　央 1）、渋谷雅常 1）、井関康仁 1）、王　　恩 1）、西居孝文 2）、日月亜紀子 2）、
井上　透 2）、前田　清 2）、大平雅一 1）

Y-15-5� �大腸癌腹腔鏡手術におけるサルコペニアと肥満が術後合併症に与える影響の検討
滋賀医科大学医学部外科学講座　消化器・乳腺・一般外科
小島正継、植木智之、三宅　亨、清水智治、長澤芳伸、飯田洋也、竹林克士、貝田佐知子、石川　健、伊藤　文、
前平博充、児玉泰一、徳田　彩、山口　剛、谷　眞至

Y-15-6� �肝切除患者の術後合併症に及ぼす因子についての検討
社会医療法人近森会　近森病院　外科 1）、社会医療法人近森会　近森病院　栄養サポートセンター 2）、
社会医療法人近森会　近森病院　透析科 3）

塚田　暁 1）、田部大樹 2）、小松優香 1）、津田　晋 1）、坪井香保里 1）、八木　健 1）、田中洋輔 1）、北村龍彦 1）、
近森正幸 3）

要望演題16	 第12会場	 2月28日（金）	 9:35～10:35

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）

「周術期における栄養管理�2」

Y-16-1� �胃癌術前栄養評価におけるGLIM�criteriaの意義
旭川医科大学外科学講座消化管外科学分野 1）、旭川医科大学外科学講座肝胆膵・移植外科学分野 2）、
旭川医科大学病院栄養管理部 3）

大谷将秀 1）、長谷川公治 1）、宮本正之 1）、岩田浩義 1）、松下和香子 1）、谷　誓良 1）、庄中達也 1）、山内明美 3）、
松野直徒 2）、古川博之 2）、角　泰雄 1）

Y-16-2� �胃癌術直後の体重減少は骨格筋減少が主体である
社会福祉法人十善会病院外科 1）、浜松医療センター消化器外科 2）、浜松医療センター呼吸器内科 3）、
浜松医療センター栄養科 4）、社会福祉法人十善会病院内科 5）、社会福祉法人十善会病院看護部 6）、
社会福祉法人十善会病院栄養部 7）、社会福祉法人十善会病院検査科 8）

池松禎人 1,2）、大菊正人 2）、小笠原隆 3）、二橋多佳子 4）、馬渡文弘 5）、板山穂波 6）、吉田朱季 6）、森　彩子 7）、
松原紗希 8）

Y-16-3� �胃癌手術患者の栄養状態と術後在院日数の検討
独立行政法人国立病院機構　高崎総合医療センター　NST
塩澤由起子、小川祐介、下田千波、山本文哉、村田　茜、木村将典、榎田泰明、坂元一郎、長沼　篤、田中俊行、
小川哲史

Y-16-4� �胃癌術後転帰と栄養状態との関連
鳥取県立中央病院
尾崎知博、建部　茂、後藤圭佑、渡部　純、漆原正一、遠藤財範、中村誠一、池口正英

Y-16-5� �胃癌切除後のCT計測による大腰筋の経時的変化と予後との関連について�-大腸癌切除症例との比較-
広島市立安佐市民病院　外科
加納幹浩、徳本憲昭、小橋俊彦、檜原　淳、向田秀則、平林直樹

Y-16-6� �胃癌に対する幽門側胃切除術Billroth-I法再建後の残胃形状が術後栄養状態にもたらす影響についての検討
滋賀医科大学　外科学講座 1）、滋賀医科大学　栄養治療部 2）

貝田佐知子 1）、山口　剛 1）、竹林克士 1）、石川　健 1）、飯田洋也 1）、三宅　亨 1）、栗原美香 2）、佐々木雅也 2）、
清水智治 1）、谷　眞至 1）
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要望演題17	 第12会場	 2月28日（金）	10:40～11:40

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）

「周術期における栄養管理�3」

Y-17-1� �胃癌幽門狭窄に対するW-EDチューブを用いた術前栄養管理
国立病院機構　高崎総合医療センター　外科 1）、国立病院機構　高崎総合医療センター　消化器内科 2）、
国立病院機構　高崎総合医療センター　NST 3）

榎田泰明 1）、小川哲史 1）、田中俊行 1）、田中成岳 1）、平井圭太郎 1）、塚越浩志 1）、坂元一郎 1）、小川祐介 3）、
長沼　篤 2）、工藤智洋 2）

Y-17-2� �胸部食道癌周術期におけるアバンドの使用経験
滋賀医科大学　外科学講座　消化器乳腺一般外科 1）、滋賀医科大学　栄養治療部 2）

竹林克士 1）、貝田佐知子 1）、山口　剛 1）、石川　健 1）、飯田洋也 1）、小島正継 1）、馬場重樹 2）、清水智治 1）、
佐々木雅也 2）、谷　眞至 1）

Y-17-3� �食道癌周術期における継続的栄養介入の検討
名古屋市立大学　大学院医学研究科　消化器外科
小川　了、早川俊介、中屋誠一、藤幡士郎、大久保友貴、佐川弘之、田中達也、高橋広城、松尾洋一、瀧口修司

Y-17-4� �重症腹膜炎に対する早期経腸栄養の安全性と治療結果
日本赤十字社医療センター　大腸肛門外科 1）、同　NST 2）、同　外科 3）、同　救急科 4）

天野隆皓 1）、石川史明 2）、加藤岳晴 3）、田中　遥 3）、和田亜美 3）、五嶋　翼 3）、吉田拓也 4）、山邊志津子 2）、
三島明子 2）、松島祥子 2）、金子まなぶ 2）、桑原麻樹 2）、赤井隆司 1）、豊島　明 1）、佐々木愼 1）

Y-17-5� �頭頚部癌再建術周術期におけるMEIN®を用いた免疫栄養療法の効果（第２報）
筑波大学附属病院　病態栄養部 1）、筑波大学附属病院　耳鼻咽喉科 2）、筑波大学　医学医療系　小児科 3）、
筑波大学　医学医療系　内分泌代謝・糖尿病内科 4）、筑波大学　医学医療系　小児外科 5）

水間久美子 1）、岩部博子 1）、北久保佳織 1）、松浦成志 1）、浅見暁子 1）、中山雅博 2）、田川　学 3）、鈴木浩明 4）、
増本幸二 5）

一般演題（口演）

一般演題（口演）01　嚥下障害	1	 第5会場	 2月27日（木）	 9:20～10:20
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）

O-01-1� �当院における摂食・嚥下障害評価表の有用性
東京女子医科大学東医療センター　臨床栄養部 1）、東京女子医科大学東医療センター　歯科口腔外科 2）、
東京女子医科大学東医療センター　リハビリテーション部 3）、東京女子医科大学東医療センター　看護部 4）、
東京女子医科大学東医療センター　薬剤部 5）、東京女子医科大学東医療センター　事務部 6）、東京女子医科大学東医療センター　外科 7）、
東京女子医科大学東医療センター　内科 8）

鶴飼智恵子 1）、小野沢基太郎 2）、相楽涼子 3）、中山絵里 4）、加澤延枝 4）、中村美紀 4）、舩木文子 5）、慶　元箕 5）、小林秀夫 6）、佐川まさの 7）、
樋口千恵子 8）、佐倉　宏 8）、勝部隆男 7）

O-01-2� �嚥下内視鏡検査の咽喉頭感覚評価について
京都大学大学院医学研究科　耳鼻咽喉科・頭頸部外科 1）、神戸市立医療センター中央市民病院　NST 2）、
神戸市立医療センター中央市民病院　麻酔科 3）、神戸市立医療センター中央市民病院　耳鼻咽喉科・頭頸部外科 4）、
神戸市立医療センター中央市民病院　総合内科 5）

常峰かな 1,2）、東別府直紀 2,3）、末廣　篤 1）、竹林慎治 4）、西岡弘晶 5）

O-01-3� �VEとVFを同時期に施行し嚥下評価を行った10例の検討
岸和田徳洲会病院歯科口腔外科 1）、岸和田徳洲会病院外科 2）、岸和田徳洲会病院消化器内科 3）、岸和田徳洲会病院救急科 4）、
岸和田徳洲会病院リハビリテーション科 5）、岸和田徳洲会病院看護部 6）、岸和田徳洲会病院栄養科 7）、岸和田徳洲会病院薬剤部 8）

村山　敦 1）、冨田雅史 2）、松浦　幸 3）、四至本貴大 3）、薬師寺泰匡 4）、平山佳那 5）、高橋未帆 5）、正清純子 5）、山田美香 5）、今井良英 5）、
松野友佳子 6）、寺内京子 7）、德永祐子 7）、姜　良順 1）、敦見真由美 8）

O-01-4� �急性期病院における誤嚥性肺炎患者における舌圧に対する検討
滝宮総合病院　歯科 1）、滝宮総合病院　脳神経外科 2）、滝宮総合病院　外科 3）、滝宮総合病院　看護部 4）

黒井隆太 1）、河内雅章 2）、近藤昭宏 3）、津村美由紀 4）、山本綾子 4）

O-01-5� �嚥下訓練との組み合わせにおける舌圧の相乗効果についての検討
増子記念病院リハビリテーション科 1）、増子記念病院臨床栄養科 2）、増子記念病院肝臓内科 3）

前岡雄輔 1）、安田奈緒子 1）、小関裕二 1）、朝倉洋平 2）、堀田直樹 3）



79JSPEN2020　－第35回学術集会プログラム集－

O-01-6� �人工知能(Artificial�Intelligence:�AI)はゼリーと水分の嚥下音の違いを聞き分けることができるだろうか？
山口県立総合医療センター　リハビリテーション科 1）、山口県立総合医療センター　へき地医療支援部 2）、
山口県立総合医療センター　薬剤部 3）

村田和弘 1）、横田　啓 2）、原田昌範 2）、木村福男 3）、河野有亮 1）

O-01-7� �飼料形態がラットの体重変化におよぼす影響
東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科　高齢者歯科学分野 1）、
東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科　地域・福祉口腔機能管理学分野 2）

長澤祐季 1）、中川量晴 1）、吉見佳那子 1）、山口浩平 1）、吉澤　彰 1）、中根綾子 1）、古屋純一 2）、戸原　玄 1）

一般演題（口演）02　嚥下障害	2	 第5会場	 2月27日（木）	 10:20～11:20
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）

O-02-1� �口腔がん患者における片側頚部郭清術後の嚥下障害に影響する因子の検討
東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科　高齢者歯科学分野 1）、東京医科歯科大学歯学部附属病院 2）、
東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科　地域・福祉口腔機能管理学分野 3）

吉見佳那子 1）、中川量晴 1）、豊島瑞枝 2）、中根綾子 1）、山口浩平 1）、古屋純一 3）、戸原　玄 1）

O-02-2� �頭頸部癌治療後嚥下障害に対する当科の取り組み
昭和大学歯学部スペシャルニーズ口腔医学講座口腔リハビリテーション医学部門
野末真司、伊原良朗、髙橋浩二

O-02-3� �頚椎疾患患者の術前後における摂食状況と嚥下機能の解析
東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科　高齢者歯科学分野 1）、
東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科　地域・福祉口腔機能管理学分野 2）

吉澤　彰 1）、中川量晴 1）、吉見佳那子 1）、山口浩平 1）、長澤祐季 1）、中根綾子 1）、古屋純一 2）、戸原　玄 1）

O-02-4� �当院における食道癌術後症例の摂食嚥下障害の検討
神戸大学医学部附属病院リハビリテーション部 1）、神戸大学医学部附属病院栄養管理部 2）、神戸大学医学部附属病院総合内科 3）、
神戸大学医学部附属病院食道胃腸外科 4）、神戸大学医学部附属病院耳鼻咽喉・頭頸部外科 5）、神戸大学医学部附属病院糖尿病・内分泌内科 6）

涌井絵美 1）、高橋美貴 1）、岩城　忍 1）、脇田久美子 2）、中谷早希 2）、村前直和 3）、松田佳子 2,4）、中村　哲 4）、古川竜也 5）、丹生健一 5）、
高橋路子 2,6）

O-02-5� �声門閉鎖術後の経口摂取の状況についての検討
神戸大学医学部附属病院　リハビリテーション部 1）、神戸大学医学部附属病院　栄養管理部 2）、
神戸大学医学部附属病院　総合内科 3）、神戸大学医学部附属病院　食道胃腸外科 4）、神戸大学医学部附属病院　耳鼻咽喉・頭頸部外科 5）、
神戸大学医学部附属病院　糖尿病・内分泌内科 6）

高橋美貴 1）、涌井絵美 1）、岩城　忍 1）、脇田久美子 2）、中谷早希 2）、村前直和 3）、松田佳子 2,4）、古川竜也 5）、丹生健一 5）、高橋路子 2,6）

O-02-6� �摂食嚥下障害患者における薬剤の使用状況と薬学的介入の必要性
社会医療法人　友愛会　豊見城中央病院　薬剤科 1）、社会医療法人　友愛会　豊見城中央病院　食支援室 2）

上原千晶 1）、吾津千秋 1）、大城匡史 1）、大城清貴 2）、國分千代 1）

O-02-7� �嚥下機能を低下させる薬剤が誤嚥性肺炎患者にもたらす影響について
諏訪赤十字病院　薬剤部 1）、諏訪赤十字病院　リハビリテーション 2）、諏訪赤十字病院　看護部 3）、諏訪赤十字病院　外科 4）

宮崎雄紀 1）、岡本梨江 2）、百瀬将晃 2）、唐澤　綾 1）、網野一真 1）、登内盛治 1）、皆川久美子 3）、丸山起誉幸 4）、巨島文子 2）

一般演題（口演）03　嚥下障害	3	 第5会場	 2月27日（木）	 13:10～14:10
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）

O-03-1� �高齢者の誤嚥性肺炎症例において,BMIと絶食期間が転帰に及ぼす影響の検討
医療法人伴帥会愛野記念病院リハビリテーション部 1）、医療法人伴帥会愛野記念病院内科 2）、医療法人伴帥会愛野記念病院整形外科 3）、
医療法人伴帥会愛野記念病院外科 4）

足立拓也 1）、野田又淑汐 1）、芦塚美紀 1）、曽野弘士 2）、平野憲二 4）、貝田英二 3）、前田　滋 4）

O-03-2� �当院における誤嚥性肺炎のリスク分析について
医療法人啓信会　京都きづ川病院　リハビリテーションセンター 1）、消化器内科 2）

中村　淳 1）、宗　真也 1）、文室　勲 1）、植村　優 1）、前田利郎 2）

O-03-3� �誤嚥性肺炎患者への栄養介入の取組み
社会医療法人誠光会　草津総合病院　栄養部 1）、社会医療法人誠光会　草津総合病院　看護部 2）、
社会医療法人誠光会　草津総合病院　リハビリテーション部 3）、社会医療法人誠光会　草津総合病院　消化器外科 4）、
社会医療法人誠光会　草津総合病院　消化器内科 5）、社会医療法人誠光会　草津総合病院　頭頸部外科 6）

布施順子 1）、藤森亜由実 1）、高田小百合 1）、西村直子 1）、境佐知子 2）、須崎瑞穂 3）、石井亜紀子 3）、一瀬真澄 4）、島本和巳 5）、中村文泰 5）、
河本勝之 6）、森谷季吉 6）
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O-03-4� �脳卒中発症後の全身炎症と栄養状態が退院時の嚥下機能およびADL能力に及ぼす影響
金沢医科大学病院　医療技術部　心身機能回復技術部門 1）、金沢医科大学病院　栄養部 2）

岡本一宏 1）、金森恵佑 2）

O-03-5� �ベッドサイドで可能な評価による経口摂取可否予測の因子検討～回復期大脳テント上脳卒中患者を対象に～
カレスサッポロ　時計台記念病院　言語聴覚療法科 1）、カレスサッポロ　時計台記念病院　作業療法科 2）、
カレスサッポロ　時計台記念病院　リハビリテーション科 3）

村山　翔 1）、杉　正明 2）、木村憲仁 3）

O-03-6� �嚥下機能訓練後の嚥下評価指標と食事形態に影響を及ぼす要因の検討
公益財団法人　仁泉会　北福島医療センター　リハビリテーション科 1）、公益財団法人　仁泉会　北福島医療センター　栄養科 2）、
公益財団法人　仁泉会　北福島医療センター　看護部 3）、公益財団法人　仁泉会　北福島医療センター　脳神経内科 4）

鈴木園美 1）、渡邉淳子 2）、角田真佐枝 2）、佐々木尚代 3）、宗像玲子 4）

O-03-7� �嚥下評価後の安定した経口摂取に影響を与える要因についての検討
日本赤十字社医療センター　リハビリテーション技術課 1）、日本赤十字社医療センター　栄養課 2）、日本赤十字社医療センター　看護部 3）、
日本赤十字社医療センター　検査部 4）、日本赤十字社医療センター　薬剤部 5）、日本赤十字社医療センター　胃・食道外科 6）

樋口　晶 1）、山田康江 1）、石川史明 2）、長谷川由美 3）、山邊志都子 2）、松島祥子 2）、三島明子 3）、桑原麻樹 4）、清水里紗 5）、風間義弘 6）

一般演題（口演）04　嚥下障害	4	 第5会場	 2月27日（木）	 14:10～15:10
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）

O-04-1� �脳卒中急性期における代替栄養離脱を目指すリハビリテーションと栄養管理とは
中村記念病院　耳鼻咽喉科
小西正訓

O-04-2� �当院の療養支援室における「食元年」の取り組み～コッターの企業変革の8段階プロセスを応用して～
臼杵市医師会立コスモス病院
木本ちはる、篠田比呂子、矢野永子

O-04-3� �誤嚥性肺炎を繰り返す症例に３Dポジショニングピロー（LEA.Pad®）を用い誤嚥を防いだ１症例
翠明会山王病院耳鼻咽喉科 1）、翠明会山王病院栄養科 2）、翠明会山王病院リハビリテーション科 3）

武藤博之 1）、木内祥子 2）、神津雅也 3）

O-04-4� �終末期での安全な経口摂取を可能とする完全側臥位法
国民健康保険飛騨市民病院栄養サポートチーム
久保一輝、工藤　浩、小林洋子、稲松絵美、田口純子、宮腰結衣、坂口友恵、大田理絵、谷口敬康、洞口拓也、新家祐太郎、今井亮貴

O-04-5� �Ａ大学病院ミールラウンドによるポジショニングの実態調査
獨協医科大学病院　看護部 1）、獨協医科大学病院　リハビリテーション科 2）

清水和美 1）、青木郁子 2）、阿部由香利 2）、押田君江 1）、小松富恵 1）

O-04-6� �誤嚥性肺炎を発症した栄養障害を有する高齢者の食形態と転帰についての検討
京都山城総合医療センター 1）、京都第一赤十字病院　リハビリテーション科 2）

草野由紀 1）、谷川直美 1）、今西　真 1）、後藤勝代 1）、田尻留美子 1）、糸川嘉樹 1）、池田　巧 2）

O-04-7� �地域の嚥下食調査より　～嚥下食に対する認識と課題から、当院の嚥下食への挑戦～
メリィホスピタル　看護部 1）、メリィホスピタル　栄養科 2）、共立病院　内科 3）

中尾加代子 1）、南口将樹 2）、Wong Toh Yoon 3）

一般演題（口演）05　NST	1	 第5会場	 2月27日（木）	 15:20～16:20
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）

O-05-1� �NST専任薬剤師による医薬品処方提案の受理率と実施率の調査
IMS（イムス）グループ　医療法人社団明芳会　板橋中央総合病院　薬剤部
余合美咲、相良克海

O-05-2� �セレンおよびカルニチン欠乏に対し補充を行い経腸栄養を再開出来た1例
筑波大学附属病院　病態栄養部 1）、筑波大学　医学医療系　小児科 2）、筑波大学　医学医療系　内分泌代謝・糖尿病内科 3）、
筑波大学　医学医療系　小児外科 4）

松浦成志 1）、水間久美子 1）、浅見暁子 1）、北久保佳織 1）、岩部博子 1）、田川　学 2）、鈴木浩明 3）、増本幸二 4）

O-05-3� �入院高齢患者における服薬状況が栄養状態に与える影響
原町赤十字病院NST
岡部由美、宮崎友美、田中　肇、内田信之
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O-05-4� �慢性偽性腸閉塞による腸蠕動低下と腸管癒着患者への栄養補給法の検討（1症例）
川崎医科大学附属病院　栄養部 1）、川崎医療福祉大学　医療技術学部　臨床栄養学科 2）、川崎医科附属病院　食道・胃腸内科 3）

岡本和之 1）、遠藤陽子 1,2）、寺本房子 2）、松本啓志 3）

O-05-5� �長期的な静脈経腸栄養の施行の現状と栄養経路に起因する栄養管理の問題点
山本記念病院
山田桐絵

O-05-6� �高齢患者の食欲不振に対する個包装チョコレートの効果
橋本市民病院NST
前田恒宏、髙橋佐智、下垣内愛奈、河崎尚史、木村ナオ子、前垣内真由美、川北ひさ、田中章夫、平山陽士、青木達也、嶋田浩介

O-05-7� �当院NSTによる栄養補助食品（ONS）の摂取量改善に向けた取り組み
独立行政法人国立病院機構　西別府病院　看護部 1）、独立行政法人国立病院機構　西別府病院　外科 2）、
独立行政法人国立病院機構　西別府病院　神経内科 3）、独立行政法人国立病院機構　西別府病院　脳神経外科 4）、
独立行政法人国立病院機構　西別府病院　栄養管理室 5）、独立行政法人国立病院機構　西別府病院　薬剤部 6）

坂本明菜 1）、唐原和秀 2）、島崎里恵 3）、佐古田利文 4）、池田かおり 5）、藤原　彰 5）、三浦麻耶 6）

一般演題（口演）06　NST	2	 第5会場	 2月27日（木）	 16:20～17:20
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）

O-06-1� �当院におけるNST活動の質向上と効率化に向けた取り組み
地方独立行政法人佐世保市総合医療センター　看護部 1）、地方独立行政法人佐世保市総合医療センター　腎臓内科 2）、
地方独立行政法人佐世保市総合医療センター　歯科 3）、地方独立行政法人佐世保市総合医療センター　糖尿病・内分泌内科 4）、
地方独立行政法人佐世保市総合医療センター　薬剤部 5）、地方独立行政法人佐世保市総合医療センター　臨床栄養部 6）、
地方独立行政法人佐世保市総合医療センター　リハビリテーション室 7）、地方独立行政法人佐世保市総合医療センター　臨床検査部 8）

前川美恵子 1）、阿部伸一 2）、溝口裕司 3）、江藤真実 4）、吉村彰剛 5）、松本　恵 6）、古賀加耶子 7）、山田昌博 8）

O-06-2� �認知症高齢者の栄養サポート～胃瘻の効果を見直す～
社会福祉法人日本医療伝道会衣笠病院　看護部 1）、社会福祉法人日本医療伝道会衣笠病院　診療部 2）、
社会福祉法人日本医療伝道会衣笠病院　栄養科 3）、社会福祉法人日本医療伝道会衣笠病院　診療情報管理室 4）、
神奈川歯科大学　全身管理高齢者歯科学 5）

西﨑恵利子 1）、山崎真奈美 1）、高田千春 3）、持田和子 4）、岩田啓吾 2）、飯田貴俊 5）

O-06-3� �急性期病院におけるNST介入患者の転帰と血液学的栄養所見の関係
NST 1）、総合病院土浦協同病院リハビリテーション部 2）、総合病院土浦協同病院臨床検査部 3）、総合病院土浦協同病院栄養部 4）、
総合病院土浦協同病院看護部 5）、総合病院土浦協同病院リハビリテーション科 6）、総合病院土浦協同病院代謝・内分泌内科 7）、
総合病院土浦協同病院呼吸器外科 8）

川上裕貴 1,2）、茂木孝代 1,2）、小松崎あゆみ 1,2）、石橋　修 2）、二川惠美 1,3）、関口芳恵 1,3）、川澄亜耶 1,4）、冨島洋子 1,4）、原田明子 1,5）、
岡田恒夫 1,6）、神山隆治 1,7）、稲垣雅春 1,8）

O-06-4� �新しい嚥下チームにおけるＮＳＴの役割
京都第二赤十字病院　栄養課 1）、外科 2）、気管食道外科 3）、糖尿病内分泌・腎臓・膠原病内科 4）、看護部 5）、薬剤部 6）

山口真紀子 1）、木下真里衣 1）、松尾彩加 1）、村上茉衣 1）、渥美香菜 1）、木藤淑子 1）、山下弘子 1）、松田小百合 1）、小原真菜美 5）、中西裕明 6）、
加藤良隆 6）、村上　徹 4）、内田真哉 3）、井川　理 2）

O-06-5� �ＮＳＴ活動におけるＫＴバランスチャート導入の試み
公立置賜長井病院 1）、公立置賜総合病院 2）

青木久子 1）、大場恵美 1）、新野恵理子 1）、舩山久美子 1）、小林恵理子 1）、海老名勇 1）、太田拓希 1）、島貫夏実 1）、菅原みゆき 2）、佐藤友美 1）、
齋藤秀樹 1）

O-06-6� �ミールラウンドを導入して見えた当院の現状と課題
医療法人社団愛友会　伊奈病院　栄養科 1）、医療法人社団愛友会　伊奈病院　リハビリテーション科 2）、
医療法人社団愛友会　伊奈病院　看護部 3）、医療法人社団愛友会　伊奈病院　外科 4）

楠本奈央 1）、鈴木大地 2）、中山由美 3）、福永剛隆 4）

O-06-7� �過去5年間にNST介入した死亡症例の検討
地方独立行政法人　山形県・酒田市病院機構　日本海総合病院　栄養管理室 1）、 
地方独立行政法人　山形県・酒田市病院機構　日本海総合病院　看護部 2）、 
地方独立行政法人　山形県・酒田市病院機構　日本海総合病院　薬剤部 3）、
地方独立行政法人　山形県・酒田市病院機構　日本海総合病院　外科 4）

藤川悠子 1）、髙橋智美 1）、茂木正史 1）、齋藤夏絵 1）、池田真喜 2）、白旗百合 2）、佐藤智恵 2）、佐藤　慶 2）、今井法子 3）、橋爪英二 4）
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一般演題（口演）07　消化器疾患	1	 第7会場	 2月27日（木）	 14:10～15:10
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）

O-07-1� �クローン病患者における身体状況調査
大腸肛門病センター高野病院　栄養科
松岡良美、豊田裕輝子、境田奈津子、後藤有規子

O-07-2� �妊娠中に潰瘍性大腸炎を発症し、含糖酸化鉄注射液の長期投与にてFGF23関連低リン血症を発症した症例
福井赤十字病院　薬剤部 1）、福井赤十字病院　消化器科内科 2）、福井赤十字病院　外科 3）、福井赤十字病院　栄養課 4）、
福井赤十字病院　看護部 5）、福井赤十字病院　検査部 6）

山本康太 1）、里見聡子 2）、川上義行 3）、廣瀬由紀 3）、渋谷貞一 1）、吉村はる美 1）、青山涼一 4）、手塚日暖 5）、刀根由美子 6）

O-07-3� �PEG-J施行後でも状態改善が困難であったSMA症候群に、腹腔鏡下十二指腸空腸バイパス術が奏功した１例
明石市立市民病院消化器内科 1）、明石市立市民病院栄養管理課 2）、明石市立市民病院外科 3）

大西孝典 1）、船曳ちさと 2）、東　　恵 2）、鎌田陽介 3）、村松　哲 1）

O-07-4� �当院の肺炎患者におけるC.difficile感染症の検討
独立行政法人地域医療機能推進機構横浜中央病院 1）、NST 2）、薬剤部 3）、外科 4）、栄養管理室 5）、看護部 6）、歯科口腔外科 7）

佐竹陽仁 1,2,3）、三松謙司 1,2,4）、斎野容子 1,2,5）、安保敏明 1,2,5）、阪口美穂 1,2,6）、難波ひとみ 1,2,6）、相澤聡一 1,2,7）

O-07-5� �サルコペニアは特に女性において便秘症を悪化させる
水前寺とうや病院
朝比奈直樹、松永敏郎、桑原依里、本田照美

O-07-6� �当院の食道癌術後患者における退院後経腸利用の現状
大阪警察病院看護部 1）、大阪警察病院一般外科 2）、大阪警察病院栄養管理科 3）、大阪警察病院ER・救命救急科 4）

金田　栞 1）、岸健太郎 2）、山中孝子 1）、向井章子 1）、渡辺麻理恵 1）、西尾勢津子 3）、山田知輝 4）

O-07-7� �アクアファン®MD100は上部消化管内視鏡検査当日朝に安全に内服できる
JCHO　徳山中央病院　消化器内科
沖田幸祐、横山雄一郎、斉藤　満

一般演題（口演）08　消化器疾患	2	 第7会場	 2月27日（木）	 15:20～16:20
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）

O-08-1� �大腸癌手術患者における術前身体機能評価に関する検討
藤田医科大学ばんたね病院消化器外科 1）、藤田医科大学ばんたね病院消化器内科 2）、藤田医科大学ばんたね病院リハビリテーション科 3）、
藤田医科大学ばんたね病院薬剤部 4）、藤田医科大学ばんたね病院リハビリテーション部 5）、藤田医科大学ばんたね病院看護部 6）、
藤田医科大学ばんたね病院食養部 7）

東口貴彦 1）、荒川　敏 1）、浅野之夫 1）、三好広尚 2）、館　佳彦 2）、青柳陽一郎 3）、伊藤　薫 4）、澤田尚孝 4）、深谷直美 5）、古川浩介 6）、
荒木清美 6）、稲垣沙野香 6）、中西千春 7）、堀口明彦 1）、矢箆原隆造 5）

O-08-2� �大腸癌治癒切除症例における予後予測因子としてのCONUT
名古屋第一赤十字病院
吉岡裕一郎、春田純一、清田篤志、柴田耕治、湯浅典博

O-08-3� �短腸症候群における代謝性アシドーシス制御のための次世代シークエンサーを用いた腸内細菌叢解析（第二報）
佐久総合病院佐久医療センター小児科 1）、タカナシ乳業株式会社商品研究所 2）

蓮見純平 1）、原田　岳 2）

O-08-4� �空腸人工肛門の閉鎖術前にシンバイオティクスと肛門側腸管に便注入を行った短腸症候群の１例
尼崎中央病院　外科
木原直貴、前田暁行、平田晃弘、野田雅史、平岡邦彦、松原長秀

O-08-5� �STEPによってカテーテル関連血流感染を予防し、中心静脈栄養から離脱した短腸症候群の1例
愛媛大学医学部　消化器腫瘍外科 1）、愛媛医療センター　小児科 2）

桑原　淳 1）、竜田恭介 1）、菊池知耶 2）、川本貴康 1）、渡部克哉 1）、大木悠輔 1）、中川祐輔 1）、谷川和史 1）、菊池　聡 1）、杉下博基 1）、
秋田　聡 1）、吉田素平 1）、古賀繁宏 1）、石丸　啓 1）、渡部祐司 1）

O-08-6� �急性上腸間膜動脈閉塞症術後の小腸と大腸が再建吻合されていない短腸症候群に対して栄養管理を行った1例
赤穂市民病院薬剤部 1）、赤穂市民病院診療部 2）、赤穂市民病院栄養部 3）、赤穂市民病院臨床検査部 4）、赤穂市民病院看護部 5）、
赤穂市民病院リハビリテーション部 6）

川上辰三 1）、一瀬直日 2）、田中智也 1）、三木育子 1）、瀬尾早百合 3）、田渕　亨 4）、米津宗徳 4）、坂本由規子 5）、武田祐二 6）、赤神正敏 2）、
横山　正 2）
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O-08-7� �非閉塞性腸間膜虚血（NOMI）により短腸症候群を来し、栄養管理に難渋した高齢者の1例
岸和田徳洲会病院　外科
賀集のぞみ、安田幸司、芳竹宏幸、高見友也、新谷紘史、山口智之、片岡直己、冨田雅史、庄野嘉治、牧本伸一郎

一般演題（口演）09　消化器疾患	3	 第7会場	 2月27日（木）	 16:20～17:20
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）

O-09-1� �慢性肝疾患における栄養指標としてのPNI変法に関する臨床的検討
医療法人秀和会　秀和総合病院　消化器内科 1）、医療法人秀和会　秀和総合病院　臨床検査科 2）、医療法人秀和会　秀和総合病院　外科 3）

鈴木壱知 1）、山本幸司 2）、五関謹秀 3）

O-09-2� �演題取り下げ

O-09-3� �肝予備能と栄養状態に注目した肝硬変に伴うこむら返りの検討
国立病院機構名古屋医療センター消化器科
島田昌明、平嶋　昇、齋藤雅之、近藤　尚、浦田　登、宇仁田慧、近藤　高、田中大貴、恒川卓也、岩瀬弘明

O-09-4� �栄養管理とリハビリテーション治療の脂肪性肝疾患に対する肝線維化抑制効果の検討
東邦大学医療センター大森病院　栄養部 1）、国立国際医療研究センター 2）、国立国際医療研究センター　肝炎免疫研究センター 3）、
国立病院機構高崎総合医療センター　消化器内科 4）

古田　雅 1,2）、是永匡昭 3）、長沼　篤 4）、考藤達哉 3）、鷲澤尚宏 1）

O-09-5� �膵切除症例に対するFIMを用いた周術期リハビリテーションの評価
岩手県立中央病院リハビリテーション技術科 1）、岩手県立中央病院消化器外科 2）

中沼華澄 1）、原　康之 2）、神谷蔵人 2）、宮田　剛 2）

O-09-6� �重症アルコール性肝炎による肝性昏睡に肝腎症候群を合併し栄養療法に苦慮した一例
南奈良総合医療センターNST 1）、南奈良総合医療センター　消化器内科 2）

森安博人 1）、堀内葉月 2）、吉井雅恵 1）、松浦永里子 1）、沢井正佳 2）、松本昌美 2）

O-09-7� �末期がん腸閉塞患者に低用量オクトレオチド投与が奏功した3例
藤田医科大学病院　緩和ケアセンター 1）、藤田医科大学医学部　外科・緩和医療学講座 2）、藤田医科大学病院　薬剤部 3）

山下通教 1,2）、東口髙志 1,2）、桂　長門 1,2）、村井美代 1,2）、大原寛之 1,2）、川崎　俊 1,2）、蟹江孝樹 3）

一般演題（口演）10　体組成分析	 第7会場	 2月27日（木）	 17:20～18:20
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）

O-10-1� �体組成分析のFat�Muscle�Ratio（FMR）とインスリン抵抗性、リハビリテーションによる骨格筋量変化の関連性
ちゅうざん病院リハビリテーション科 1）、ちゅうざん病院栄養科 2）、ちゅうざん病院看護部 3）、ちゅうざん病院リハビリテーション部 4）

吉田貞夫 1）、小橋川由美子 3）、北川よう 2）、平良康子 2）、ブラウン章子 1）、宮里てるみ 3）、加藤節子 3）、中山雄稀 4）、小池正機 4）、佐藤圭祐 4）、
末永正機 1）

O-10-2� �回復期リハビリテーション病棟入院患者と在宅高齢者の体組成成分の比較
一般社団法人　巨樹の会　下関リハビリテーション病院　リハビリテーション科 1）、
一般社団法人　巨樹の会　五反田リハビリテーション病院　リハビリテーション科 2）

浅山美穂 1）、高木雄作 2）、徳田典道 1）、饗場智暁 1）、小河一彦 1）、波多野崇 1）、多田建智 1）

O-10-3� �高齢者における食道癌術後体組成変化の検討
神奈川県立がんセンター　消化器外科
神尾一樹、尾形高士、公盛啓介、渡邊勇人、下田陽太、藤川寛人、山田貴允、大島　貴

O-10-4� �胃全摘術を施行した胃癌患者におけるCT検査を用いた体組成変化の検討
高知医療センター　消化器外科 1）、高知医療センター　栄養局 2）

尾崎和秀 1）、小椋和佳奈 2）、坂本一美 2）、小谷小枝 2）、十萬敬子 2）、稲田　涼 1）、岡林雄大 1）、福井康雄 1）

O-10-5� �骨格筋関連因子が門脈塞栓術後の残肝肥大に与える影響
静岡県立静岡がんセンター
上村将夫、蘆田　良、田村峻介、清水雄嗣

O-10-6� �BIA法による全身水分量と口腔内水分量の比較検討試験―待機的手術患者を対象とした後ろ向き調査研究―
社会福祉法人恩賜財団済生会横浜市東部病院栄養部 1）、社会福祉法人恩賜財団済生会横浜市東部病院患者支援センター 2）、
社会福祉法人恩賜財団済生会横浜市東部病院口腔外科 3）

大沢優也 1）、谷口英喜 1,2）、小川雅子 3）、堀内俊克 3）、横手隆幸 1）、南村智史 1）、齊田真理 1）、原口さやか 1）、上田まなみ 1）、市薗香澄 1）、
牛込恵子 2）、工藤雄洋 1）
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O-10-7� �筋量の指標として母指内転筋厚は有用か
独立行政法人　国立病院機構　霞ヶ浦医療センター　リハビリテーション科 1）、
独立行政法人　国立病院機構　水戸医療センター　リハビリテーション科 2）

宮本高明 1）、矢野博義 2）、関澤貴信 1）、一色滉平 1）、門奈芳生 1）

一般演題（口演）11　がん患者の栄養管理	1	 第8会場	 2月27日（木）	 13:20～14:20
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）

O-11-1� �同種造血幹細胞移植治療中の栄養管理と体重減少に関する検討
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　栄養管理室 1）、栄養腫瘍科　消化器外科　緩和ケアセンター 2）

倉脇里穂 1）、松岡美緒 1）、谷口祐子 1）、飯島正平 2）

O-11-2� �同種造血幹細胞移植後の至適エネルギー投与量の検証
京都大学医学部附属病院　疾患栄養治療部 1）、京都大学医学部附属病院　血液内科 2）、
京都大学医学部附属病院　糖尿病・内分泌・栄養内科 3）

大島志のぶ 1）、幣憲一郎 1）、近藤忠一 2）、臼井亮太 1,3）、池田香織 1,3）、藤倉純二 1,3）、原田範雄 1,3）、稲垣暢也 1,3）

O-11-3� �造血幹細胞移植後の栄養管理における蛋白質の至適投与量に関する検討
国立がん研究センター中央病院　薬剤部 1）、国立がん研究センター中央病院　造血幹細胞移植科 2）

筒井佑紀 1）、渡部大介 1）、道家由行 1）、中島寿久 1）、鈴木拓真 1）、橋本浩伸 1）、牧野好倫 1）、金　成元 2）、福田隆浩 2）、山口正和 1）

O-11-4� �造血幹細胞移植患者における定期的栄養介入の効果
名古屋第一赤十字病院　医療技術部　栄養課 1）、名古屋第一赤十字病院　血液内科 2）

林　　衛 1）、森下喬允 2）、伴野広幸 1）、宮村耕一 2）

O-11-5� �同種造血幹細胞移植後の消化管合併症に対するＮＳＴ管理
社会医療法人　北楡会　札幌北楡病院　栄養科 1）、社会医療法人　北楡会　札幌北楡病院　血液内科 2）、
社会医療法人　北楡会　札幌北楡病院　看護部 3）、社会医療法人　北楡会　札幌北楡病院　薬剤部 4）、
社会医療法人　北楡会　札幌北楡病院　リハビリテーション技術科 5）

川岸志津 1）、太田直子 3）、木村香苗 4）、澤井将太朗 5）、重松明男 2）

O-11-6� �がん化学療法患者における味覚変化の実態調査
金田美病院　栄養科 1）、川崎医療福祉大学　臨床栄養学科 2）、金田病院　リハビリテーション科 3）、金田病院　看護部 4）、
金田病院　検査科 5）、金田病院　薬剤部 6）、金田病院　外科 7）、金田病院　内科 8）

小椋いずみ 1）、寺本房子 2）、岩下正樹 3）、森元隆行 3）、為季周平 3）、本田良子 4）、久保木敏裕 5）、西井清徳 6）、三村卓司 7）、久野裕輝 8）

O-11-7� �同種造血幹細胞移植後長期フォローアップ外来における栄養管理
浜松医科大学医学部附属病院栄養部 1）、名古屋学芸大学大学院栄養科学研究科 2）

位田文香 1,2）、増田えり子 1）、白井祐佳 1）

一般演題（口演）12　がん患者の栄養管理	2	 第8会場	 2月27日（木）	 14:20～15:10
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）

O-12-1� �化学療法と周術期の人工栄養で頻発した高アンモニア血症を契機に診断された成人発症Ⅱ型シトルリン血症症例
大阪国際がんセンター　栄養管理室 1）、大阪国際がんセンター　栄養腫瘍科　消化器外科　緩和ケアセンター 2）

松岡美緒 1）、倉脇里穂 1）、谷口祐子 1）、飯島正平 2）

O-12-2� �当院における経口摂取不良がん患者に対する食事維持の試み
地方行政独立法人栃木県立がんセンター　看護部 1）、地方行政独立法人栃木県立がんセンター　消化器外科 2）、
地方行政独立法人栃木県立がんセンター　栄養管理科 3）、地方行政独立法人栃木県立がんセンター　薬剤部 4）、
地方行政独立法人栃木県立がんセンター　検査技術科 5）

牧島恵子 1）、藤田　剛 2）、菊地貴子 3）、貝沼万里 1）、押山絵美 1）、斎藤智子 1）、田島　英 4）、佐々木由佳 5）、諏訪智美 5）、富川盛啓 2）

O-12-3� �SNSを用いたがん患者との地域包括的ケアの実際
岐阜大学腫瘍外科
田中善宏、今井健晴、佐藤悠太、安福　至、畑中勇司、高橋孝夫、山口和也、吉田和弘

O-12-4� �外来化学療法患者における栄養療法についての意識調査
公立学校共済組合　九州中央病院 1）、医療技術部栄養管理科 2）、リハビリテーション科 3）、摂食栄養サポート室 4）、医療技術部薬剤科 5）

西村ゆかり 1,2）、竹迫仁則 1,3,4）、金城亜紀 1,3）、平山文江 1,4）、江嶋祐樹 1,5）、大平信太朗 1,5）、小宮直子 1,2）、大中　瞳 1,2）

O-12-5� �歯科病棟における、摂食嚥下障害患者の外来継続看護が必要な患者の策定のための現状調査
広島大学病院NST 1）、広島大学病院看護部 2）、広島大学病院栄養管理部 3）、広島大学病院救急科 4）、広島大学病院薬剤部 5）、
広島大学病院検査部 6）、広島大学病院総合内科，総合診療科 7）

平山順子 1,2）、久保田結香子 2）、西村祐子 1,2）、藤代晃子 2）、角田麻子 1,3）、長尾晶子 3）、真志田絵美子 1,5）、重満千春 1,6）、鈴木　慶 1,4）、
田妻　進 1,7）
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O-12-6� �在宅がん患者・家族のためのインターネットを活用した食事支援サイトの実際と要望調査からみえること
株式会社ひびたす 1）、大妻女子大学家政学部食物学科 2）

門間寛修 1）、川口美喜子 2）

一般演題（口演）13　がん患者の栄養管理	3	 第8会場	 2月27日（木）	 15:20～16:20
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）

O-13-1� �当院における口腔癌手術患者に対する予防的胃瘻造設についての検討
大阪警察病院　歯科口腔外科 1）、大阪警察病院　ER・救命救急科 2）、大阪警察病院　消化器外科 3）、大阪警察病院　NST 4）、
大阪警察病院　栄養管理科 5）

外川健史 1,4）、山田知輝 2,4）、岸健太郎 3,4）、西尾勢津子 4,5）、田中徳昭 1）、石濱孝二 1）

O-13-2� �食道がん切除術後の体重減少に対する継続的な栄養指導の有用性について
愛知県がんセンター
下里和哉、櫻井元晴、嘉津山瑞恵、野原万路、安部哲也、檜垣栄治、細井敬泰、田近正洋

O-13-3� �胃切除術後の早期栄養および運動介入の効果
がん研有明病院　消化器外科 1）、がん研有明病院　栄養管理部 2）、北里大学　上部消化管外科 3）

井田　智 1,2）、熊谷厚志 1,2）、松尾宏美 2）、布部創也 1）、比企直樹 3）

O-13-4� �胃癌患者における術前と術後早期栄養状態の比較検討
同志社女子大学大学院　生活科学研究科 1）、滋賀医科大学医学部附属病院　栄養治療部 2）、滋賀医科大学外科学講座 3）

中元あゆみ 1）、栗原美香 2）、中西直子 2）、馬場重樹 2）、竹林克士 3）、貝田佐知子 3）、山口　剛 3）、谷　眞至 3）、小松龍史 1）、佐々木雅也 2）

O-13-5� �「術後」栄養介入による胃癌術後1か月の体重減少率5％未満は可能か？
地方独立行政法人　公立甲賀病院　栄養管理課 1）、地方独立行政法人　公立甲賀病院　外科 2）、地方独立行政法人　公立甲賀病院　薬剤部 3）、
地方独立行政法人　公立甲賀病院　内科 4）

中井美加 1）、岡村裕輔 2）、池田房夫 2）、原口久義 3）、南部卓三 4）、松田昌美 1）

O-13-6� �十二指腸狭窄を伴う膵頭部癌患者に対し術前補助療法を行う際にW-ED�tubeが有用であった1例
松山市民病院外科
田村周太、友松宗史、河田直海、柚木　茂

O-13-7� �当院の術前経口補水療法の再構築に向けた取り組み
原町赤十字病院
綿貫美沙、星野亜希子、飯塚みゆき、須関沙織、佐藤さやか、小林舞衣子、高橋憲史、内田信之

一般演題（口演）14　循環器疾患	 第8会場	 2月27日（木）	 16:20～17:20
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）

O-14-1� �心不全患者の入院時栄養状態に及ぼす因子として調理担当者が関連するか
みやぎ県南中核病院　NST
千葉　光、佐藤聡子、熊谷千夏、佐藤　俊

O-14-2� �高齢心疾患患者に対する「緩やかな低糖質食」は、安全で有効性の高い食事なのか
医療法人社団健心会八王子みなみ野心臓リハビリテーションクリニック 1）、医療法人社団健心会みなみ野循環器病院看護科 2）、
医療法人社団健心会みなみ野循環器病院放射線科 3）、医療法人社団健心会みなみ野循環器病院栄養科 4）

河田真之介 1）、二階堂暁 1）、加藤真由美 1）、斉藤明子 2）、西　優香 4）、蓮沼雄人 1）、林大二郎 1）、藤江朋子 1）、藤原めぐみ 4）、望月純二 3）

O-14-3� �大動脈弁置換術における術前栄養状態による術後経過への影響の検討
社会福祉法人京都社会事業財団京都桂病院　栄養科 1）、心臓血管外科 2）、消化器内科 3）

本田真子 1）、東　修平 2）、森田雅文 2）、筒井未季 1）、池田芙美 1）、川手由香 1）、本橋宜和 2）、眞野　翔 2）、田村奈々 1）、田畑直子 1）、
稲田望来 1）、畦地英全 3）

O-14-4� �心不全入院患者の栄養評価の現状と栄養評価指数と入院日数との関連について
JCHO九州病院　健康診断部
折口秀樹

O-14-5� �当院における心不全患者への栄養評価を用いたＮＳＴ介入の検討
ＪＲ広島病院　看護部 1）、ＪＲ広島病院　栄養士室 2）、ＪＲ広島病院　薬剤部 3）、ＪＲ広島病院　臨床検査室 4）、
ＪＲ広島病院　臨床工学室 5）、ＪＲ広島病院　外科 6）

中森一司 1）、園田さおり 1）、鈴川彩路 2）、政池美穂 2）、森中千恵子 3）、松本菜摘 3）、滝口友理子 4）、輪内敬三 5）、矢野将嗣 6）

O-14-6� �急性心不全患者に対するNSTチームの早期介入の有用性について
大阪急性期・総合医療センター　心臓内科 1）、大阪急性期・総合医療センター　栄養管理室 2）

菊池篤志 1）、笠井香織 2）、隈元理香 2）、山根泰子 2）、渡部徹也 1）、山田貴久 1）



86 JSPEN2020　－第35回学術集会プログラム集－

O-14-7� �外来慢性期の心臓リハビリテーションにおける患者指導の取り組み
親友会　島原病院　心臓リハビリテーション室
黄　啓徳

一般演題（口演）15　栄養デバイス・手技	 第8会場	 2月27日（木）	 17:20～18:20
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）

O-15-1� �身体計測に基づいた末梢挿入型中心静脈カテーテル(PICC)挿入長の予測式の作成
国立病院機構　呉医療センター・中国がんセンター　救急科　診療看護師 1）、
国立病院機構　呉医療センター・中国がんセンター　救急科　医師 2）

国島正義 1）、竹田明希子 1）、新田詩織 2）、岩﨑泰昌 2）

O-15-2� �当院における皮下埋め込み型中心静脈ポート造設術の検討
市立大津市民病院　外科
藤田覇留久、大江秀典、植村泰佑、岡部あさみ、青山太郎、平井健次郎、橘　　強、光吉　明

O-15-3� �CVポート留置術における予防的抗生剤投与の是非
浜松医療センター　消化器外科 1）、浜松医療センター　呼吸器内科 2）、浜松医療センター　NST 3）

大菊正人 1,3）、小笠原隆 2,3）、二橋多佳子 3）、杉浦正将 3）、加藤真己 3）、松本　梓 3）、岡田莉奈 3）、鈴木典子 3）、山田悠紀子 3）、江間沙紀 3）

O-15-4� �当院における皮下埋め込み型中心静脈ポートの合併症の検討
岡崎市民病院外科
森　俊明

O-15-5� �目的別経食道胃管(PTEG)造設症例における経過とその検討
岩手県立磐井病院外科 1）、岩手県立磐井病院耳鼻咽喉科 2）、岩手県立磐井病院栄養科 3）、岩手県立磐井病院リハビリテーション科 4）

阿部隆之 1）、東賢二郎 2）、瀬川さゆり 3）、蕨野佳子 3）、山桑淑子 4）

O-15-6� �食道癌術後患者に対する、安全・簡便・低侵襲な経腸栄養ルートの造設法�－内視鏡的経皮経胃管腸瘻造設－
近畿大学医学部外科　上部消化管部門
加藤寛章、白石　治、平木洋子、岩間　密、安田　篤、新海政幸、木村　豊、今野元博、安田卓司

O-15-7� �顔面熱傷に伴う開口障害に対してSip�feedingを併用し低栄養状態に陥ることなく良好な転機を得た一例
横浜市立みなと赤十字病院外科 1）、横浜市立みなと赤十字病院形成外科 2）、横浜市立みなと赤十字病院NST 3）

神田智希 1）、馬場裕之 1）、横山明子 2）、大川李絵 3）、河原拓也 1）、清水亜希子 1）、川口祐加理 1）、堀内真樹 1）、近藤裕樹 1）、渡部　顕 1）、
久保博一 1）、大田貢由 1）、杉田光隆 1）

一般演題（口演）16　脳神経疾患	1	 第9会場	 2月27日（木）	 9:20～10:20
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）

O-16-1� �脳卒中患者における入院時の身体計測値と総リンパ球数・CRPおよび入院後のトランスサイレチンとの相関
医療法人橘会　東住吉森本病院　栄養科 1）、医療法人橘会　東住吉森本病院　薬剤科 2）、
医療法人橘会　東住吉森本病院　リハビリテーション科 3）、医療法人橘会　東住吉森本病院　看護部 4）、
医療法人橘会　東住吉森本病院　臨床検査科 5）、医療法人橘会　東住吉森本病院　脳神経外科 6）

今村由季 1）、黒沢秀夫 2）、佐古守人 2）、小島里彩 2）、野村真也 3）、山藤景子 4）、大野和浩 5）、礒野直史 6）

O-16-2� �急性期病院における脳梗塞患者の入院時の栄養状態と退院時に低栄養を認める要因について
社会福祉法人　恩賜財団　済生会熊本病院　栄養部　臨床栄養室
松﨑凜子、栗崎里菜、田中朋美、榎本一実、山本あゆみ、宇治野智代、松永貴子、松尾靖人、今村治男

O-16-3� �急性期脳梗塞症例（ペースト食開始症例）における食事形態の変更期間についての検討
益田赤十字病院
寺戸ゆり、松井龍吉、服部晋司、檜谷みどり、郷原　学、大庭恵子、石橋美津恵、大谷崇仁

O-16-4� �高齢者の脳梗塞症例における食事開始時期に与える影響因子についての検討
益田赤十字病院
松井龍吉、服部晋司、郷原　学、檜谷みどり、石橋美津恵、寺戸ゆり、大谷崇仁、大庭恵子

O-16-5� �低栄養リスクを有する急性期脳卒中患者に対する栄養管理の有効性についての検討-ランダム化比較試験-
札幌医科大学附属病院　麻酔科 1）、小樽市立病院　麻酔科 2）、札幌医科大学附属病院　集中治療部 3）

大槻郁人 1,2）、巽　博臣 3）

O-16-6� �脳出血術後患者における機能予後に影響を与える因子の検討
深谷赤十字病院
須田真人
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O-16-7� �脳深部刺激術を受けたパーキンソン病患者における栄養・摂食状態の長期経過
国立病院機構　宮城病院　脳神経外科
安藤肇史

一般演題（口演）17　脳神経疾患	2	 第9会場	 2月27日（木）	 10:20～11:20
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）

O-17-1� �急性期脳卒中患者における入院時握力測定の検討
東住吉森本病院　脳神経外科 1）、東住吉森本病院　脳神経外科NST 2）

礒野直史 1,2）、今村由季 2）、野村真也 2）、黒沢秀夫 2）、佐古守人 2）、小島里彩 2）、山岡みのり 2）、山藤景子 2）、大野和浩 2）

O-17-2� �クモ膜下出血急性期患者に早期に栄養投与を開始する有用性
社会医療法人祥和会　脳神経センター大田記念病院　薬剤課 1）、社会医療法人祥和会　脳神経センター大田記念病院　栄養課 2）、
社会医療法人祥和会　脳神経センター大田記念病院　看護部 3）、社会医療法人祥和会　脳神経センター大田記念病院　外科 4）

中井聖子 1）、高見香央里 2）、田口誠子 2）、飯守淳喜 3）、安達麻美 3）、宗田史江 3）、金尾淳子 1）、中川浩一 4）

O-17-3� �脳幹部脳血管障害患者の嚥下障害と栄養状態
総合病院土浦協同病院リハビリテーション部 1）、総合病院土浦協同病院栄養部 2）、総合病院土浦協同病院臨床検査部 3）、
総合病院土浦協同病院リハビリテーション科 4）、総合病院土浦協同病院呼吸器外科 5）

小松崎あゆみ 1）、川上裕貴 1）、茂木孝代 1）、冨島洋子 2）、関口芳恵 3）、岡田恒夫 4）、稲垣雅春 5）

O-17-4� �神経難病患者のＱＯＬを改善したリハ栄養管理
富山県リハビリテーション病院・こども支援センター内科
木倉敏彦

O-17-5� �長期経管栄養管理のDMD患者のカルニチン欠乏とカルニチン補充による心機能改善について
国立病院機構肥前精神医療センター 1）、国立病院機構大牟田病院 2）

上野佳代子 1）、荒畑　創 2）

O-17-6� �重症脳卒中急性期経腸栄養患者に対する血糖推移の検討～低GI、低GL流動食の有用性～
岐阜市民病院　NST
玉川紀之、下村美香、桑原一恵、説田恵利子、大橋明香、河口尚美

O-17-7� �急性期脳卒中患者に対する血糖管理における低GI低GL経腸栄養剤投与の開始時期と効果について
新古賀病院NST 1）、新古賀病院脳神経外科 2）、新古賀病院看護部 3）、新古賀病院栄養管理部 4）

一ツ松薫 1）、平田景子 3）、小西亜也加 4）、一ツ松勤 2）

一般演題（口演）18　水・電解質	 第9会場	 2月27日（木）	 13:10～14:10
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）

O-18-1� �透析患者における入院中の透析間体重増加に関する因子の検討
京都第二赤十字病院　糖尿病内分泌・腎臓・膠原病内科 1）、京都第二赤十字病院　外科 2）、
京都第二赤十字病院　耳鼻咽喉科・気管食道外科 3）、京都第二赤十字病院　栄養課 4）、京都第二赤十字病院　看護部 5）、
京都第二赤十字病院　薬剤部 6）

村上　徹 1）、井川　理 2）、内田真哉 3）、山口真紀子 4）、小原真菜美 5）、白濱なおみ 5）、加藤良隆 6）、中西裕明 6）

O-18-2� �栄養サポートチーム(NST)介入患者における低ナトリウム血症が予後に及ぼす影響の検討
徳島大学大学院　医歯薬学研究部　疾患治療栄養学分野 1）、徳島大学病院　栄養部 2）、徳島大学病院　食道・乳腺甲状腺外科 3）

樫地彩実 1）、田尻真梨 2）、高須賀姫乃 1）、大石琴乃 1）、井上愛莉沙 1）、筑後桃子 2）、菊井聡子 2）、山田苑子 1）、鈴木佳子 2）、井上聖也 3）、
柏原秀也 2）、濵田康弘 1）

O-18-3� �胃瘻患者の高ナトリウム血症（185mEq/L）の治療経過と注意喚起
松江生協病院　内科
門脇秀和

O-18-4� �当院における血清Ca値評価の実態に関する調査
医療法人社団和楽仁　芳珠記念病院　医療技術局　薬剤部 1）、医療法人社団和楽仁　芳珠記念病院　診療局 2）、
医療法人社団和楽仁　芳珠記念病院　医療技術局　栄養部 3）

中川貴史 1）、西出直人 2）、坂下理香 3）

O-18-5� �静注および内服リン製剤に関する検討
大阪警察病院　薬剤部 1）、大阪警察病院　ER・救命救急科 2）、大阪警察病院　看護部 3）、大阪警察病院　栄養管理科 4）、
大阪警察病院　一般外科 5）

浅場幸子 1）、山田知輝 2）、笹平絵美 1）、渡辺麻理恵 3）、西尾勢津子 4）、岸健太郎 5）、村田久枝 1）
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O-18-6� �低リン血症患者に対する経口及び経静脈的補正の治療効果についての検討
神戸市立医療センター西市民病院総合内科 1）、神戸市立医療センター西市民病院看護部 2）、神戸市立医療センター西市民病院栄養管理室 3）、
神戸市立医療センター西市民病院薬剤部 4）、神戸市立医療センター西市民病院呼吸器内科 5）

越智達哉 1）、太田好美 2）、尾鼻俊弥 3）、福嶋浩一 4）、田村昌三 4）、金子正博 5）

O-18-7� �デノタス®チュアブル配合錠による低リン血症の発症
滋賀医科大学医学部附属病院薬剤部 1）、滋賀医科大学医学部看護学科基礎看護学講座 2）、滋賀医科大学医学部附属病院栄養治療部 3）

堀江美弥 1）、星野伸夫 1）、神谷貴樹 1）、佐々木雅也 2,3）、寺田智祐 1）

一般演題（口演）19　呼吸器疾患	 第9会場	 2月27日（木）	 14:10～15:10
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）

O-19-1� �当院の上葉優位型肺線維症および特発性肺線維症患者における体重推移と呼吸機能検査の関係について
東邦大学医療センター大森病院　栄養部 1）、東邦大学医療センター大森病院　栄養治療センター 2）、
東邦大学医療センター大森病院　呼吸器内科 3）、東邦大学医療センター大森病院　間質性肺炎センター 4）、
慈山会医学研究所付属坪井病院　呼吸器内科　間質性肺炎 ･肺線維症センター 5）

中西　将 1）、古田　雅 1,2）、杉野圭史 4,5）、下田正人 1,2）、坂本　晋 3,4）、本間　栄 4）、鷲澤尚宏 2）

O-19-2� �COPD急性増悪入院患者の特徴とNST介入の今後の課題
地方独立行政法人加古川市民病院機構加古川中央市民病院薬剤部 1）、地方独立行政法人加古川市民病院機構加古川中央市民病院栄養管理室 2）、
地方独立行政法人加古川市民病院機構加古川中央市民病院看護部 3）、地方独立行政法人加古川市民病院機構加古川中央市民病院呼吸器内科 4）

辰巳真穂 1）、大岩　優 2）、中村恭葉 2）、窪田容子 3）、西馬照明 4）

O-19-3� �HOT使用COPD患者における増悪および入院を要する増悪予測因子の検討
草加内科呼吸ケアクリニック 1）、筑波大学大学院博士課程 2）

千葉　恵 1,2）、新　謙一 1）、新　智美 1）

O-19-4� �当院における肺炎入院患者の現状
長野県立信州医療センター　栄養科 1）、長野県立信州医療センター　看護部 2）、長野県立信州医療センター　薬剤部 3）、
長野県立信州医療センター　診療部総合診療科 4）

美谷島司 1）、吉田亜紀子 1）、大久保早苗 1）、内本さえ子 2）、柴本幸子 2）、田中健二 3）、羽毛田洋平 3）、鈴木一史 4）

O-19-5� �入院後絶食期間がケアミックス病院における高齢者肺炎患者の転帰に及ぼす影響の検討
原土井病院　摂食・栄養支援部 1）、原土井病院　歯科 2）、九州大学病院　総合診療科 3）

中嶋綾子 1）、岩佐康行 2）、池崎裕昭 3）

O-19-6� �高齢市中肺炎患者における早期栄養摂取と退院時身体機能の関連
川崎市立多摩病院　リハビリテーション科 1）、聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院　リハビリテーション部 2）、
川崎市立多摩病院　栄養部 3）

中田秀一 1）、松嶋真哉 2）、中茎　篤 1）、小金澤将太 3）、中村　心 3）

O-19-7� �抗結核薬による消化器関連症状の発現状況とNSTの関わり
国立病院機構東近江総合医療センター薬剤部 1）、国立病院機構東近江総合医療センターNST 2）

東　里映 1,2）、西村幾美 1,2）、伊藤明彦 2）、山本順子 2）、畠中真由 2）、山根あゆみ 2）、白石智順 2）、庄野裕志 1）、河合　実 1）、太田裕之 2）、
辻川知之 2）

一般演題（口演）20　栄養管理における薬物治療	 第9会場	 2月27日（木）	 15:20～16:20
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）

O-20-1� �通所リハビリテーションにおける人参養栄湯投与の試み
室井メディカルオフィス医療技術部 1）、室井メディカルオフィス医師 2）

山内美季 1）、高森信岳 2）、香山恭範 1）、長谷川貴之 1）、尾崎沙耶香 1）

O-20-2� �当院NST活動の取り組み～食欲不振患者に対する人参養栄湯の効果～
前橋赤十字病院　NST
大澤淳子、我妻みづほ、齊藤江利加、原澤　健、友松いづみ、湧沢智子、山田玲菜、阿美古菜摘、棚橋由佳、小原陽子、春原ひと美、
高井利奈、松本知沙、小倉美佳、荒川和久

O-20-3� �幽門側胃切除術後患者に対する六君子湯食欲改善効果の検討
藤田医科大学病院　薬剤部 1）、藤田医科大学医学部　臨床薬剤科 2）、藤田医科大学医学部　外科・緩和医療学講座 3）

蟹江孝樹 1,2）、東口髙志 3）、桂　長門 3）、山下通教 3）

O-20-4� �重症感染症患者における経腸栄養中の難治性下痢に対し、五苓散の投与が有効であったと考えられた2症例
聖路加国際病院消化器一般外科 1）、聖路加国際病院看護部 2）、聖路加国際病院栄養科 3）、聖路加国際病院薬剤部 4）、聖路加国際病院NST 5）

藤川　葵 1,5）、田口雅子 2,5）、松元紀子 3,5）、岩間達子 3,5）、芝崎祥子 4,5）、鈴木研裕 1,5）
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O-20-5� �ワルファリンと解熱鎮痛消炎剤の相互作用に栄養状態が及ぼす影響
愛媛大学医学部附属病院　薬剤部 1）、松山大学　薬学部 2）

髙田裕介 1）、鈴木茉美 2）、宮下智尋 1）、飛鷹範明 1）、田中　守 1）、野元　裕 2）、田中亮裕 1）

O-20-6� �薬剤の見直しで高齢者の食欲不振が改善した3症例
国立長寿医療研究センター　薬剤部 1）、国立長寿医療研究センター　老年内科 2）、国立長寿医療研究センター　リハビリテーション科部 3）、
国立長寿医療研究センター　看護部 4）、国立長寿医療研究センター　栄養管理部 5）、国立長寿医療研究センター　代謝内科 6）、
国立長寿医療研究センター　神経内科 7）

真野　澪 1）、髙木彩菜 1）、野本惠司 3）、伊藤史朗 4）、鈴木葉子 4）、若松俊孝 5）、志水正明 5）、谷川隆久 6）、西原恵司 2）、佐竹昭介 2）、山岡朗子 7）

O-20-7� �ポリファーマシーが経口摂取量に及ぼす影響
札幌医科大学附属病院薬剤部 1）、札幌医科大学附属病院栄養管理センター 2）、
札幌医科大学附属病院検査部 3）、札幌医科大学附属病院看護部 4）、札幌医科大学附属病院歯科口腔外科 5）、札幌医科大学医学部救急医学 6）、
札幌医科大学医学部集中治療医学 7）、札幌医科大学医学部消化器・総合、乳腺・内分泌外科 8）

大原雄希 1）、原田敬介 6）、巽　博臣 7）、荒川朋子 2）、梅森祥央 3）、髙橋和也 1）、仲　詩織 2）、秋月恵美 8）、藤井由美子 4）、石崎千順 4）、
船水良太 4）、水野愛理 5）、信岡隆幸 8）、宮本　篤 1）

一般演題（口演）21　栄養教育	 第9会場	 2月27日（木）	 16:20～17:20
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）

O-21-1� �輸液講義プレテストの結果からみえる初期研修医の輸液の知識レベルについて
鹿児島大学病院 1）、鹿児島大学学術研究院　医歯学域医学系　小児外科学 2）

加治　建 1）、永井太一朗 2）、矢野圭輔 2）、大西　峻 2）、春松敏夫 2）、武藤　充 2）、松久保眞 2）、家入里志 2）

O-21-2� �初学者薬剤師向け輸液処方設計講座（ワークショップ：参加型研修）を開催して見えた現状と課題
昭和病院薬剤課 1）、浅ノ川総合病院薬剤部 2）、東名厚木病院薬剤部 3）、山形大学医学部附属病院医療安全部 4）、草加市立病院薬剤部 5）、
台東区立台東病院薬剤室 6）、厚生連高岡病院薬剤部 7）、信愛日比野病院薬剤部 8）、関中央病院薬剤科 9）、総合相模更生病院薬剤部 10）、
地域医療機能推進機構下関医療センター薬剤部 11）、金沢大学附属病院薬剤部 12）、原土井病院薬剤部 13）、公立西知多総合病院薬剤科 14）、
金沢赤十字病院薬剤部 15）、公立陶生病院薬剤部 16）

川崎美紀 1）、東敬一朗 2）、樋島　学 3）、邱　龍祥 4）、茂木孝裕 5）、鈴木慶介 6）、宮崎　徹 7）、佐々木朗子 8）、酒向　幸 9）、江口真由 10）、
小倉秀美 11）、浅井泰詞 12）、中川祐紀子 12）、中道真理子 13）、古田麻衣子 14）、大川浩子 15）、中村直人 16）

O-21-3� �ＮＳＴリンクナースへの教育体制の構築を考える��～目標チェックシートを用いての現状把握～
滋賀医科大学医学部附属病院　看護部 1）、滋賀医科大学医学部附属病院　栄養治療部 2）

福永恵美子 1）、岡田信子 1）、植田道子 1）、佐々木雅也 2）

O-21-4� �がん患者への管理栄養士の栄養教育活動
名古屋第二赤十字病院　医療技術部　栄養課
畠山桂吾

O-21-5� �脳梗塞自宅退院患者の食習慣に対する実態調査
一般財団法人　平成紫川会　小倉記念病院　栄養管理課 1）、薬剤部 2）、看護部 3）、消化器外科 4）、救急部 5）

奥　宏美 1）、井上由紀 1）、中野しのぶ 1）、清水誉志 2）、隈本伸生 3）、渡邊俊一 3）、山口大輔 3）、西村　拓 4）、中島　研 5）

O-21-6� �胃切除後の食事指導の標準化を図り得られた教育効果
岐阜県厚生農業協同組合連合会中濃厚生病院消化器病センター 1）、岐阜県厚生農業協同組合連合会中濃厚生病院救命救急センター 2）

武野絵里 1）、勝木竜介 2）

O-21-7� �炎症性腸疾患患者へのセルフケア支援アプリの開発　～食事療法や栄養療法への活用～
昭和大学保健医療学部看護学科
富田真佐子、安部聡子

一般演題（口演）22　管理栄養士の病棟配置	 第10会場	 2月27日（木）	 9:20～10:20
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）

O-22-1� �適切で迅速な栄養管理の確立に向けた新たな取組ー管理栄養士の病棟配置までの経緯とその成績ー
京都九条病院　栄養サポートチーム 1）、協和中央病院　外科 2）

北川一智 1）、片山影美子 1）、高安郁代 1）、安藤良平 1）、松岡加世子 1）、野口あさぎ 1）、須山奈見子 1）、森本康裕 1）、友澤明徳 1）、鹿島康薫 2）

O-22-2� �管理栄養士の病棟配置による早期経腸栄養開始の取り組み-入院初日より積極的な栄養管理を目指して-
社会医療法人　甲友会　西宮協立脳神経外科病院　栄養科
花岡麻里子、山仲　舞、若月未来

O-22-3� �病棟常駐して見えてきたこと～切れ目のない栄養管理を目指して～
社会医療法人　仁愛会　浦添総合病院　栄養管理サービス部
友利登子、安里あきの、仲間清美
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O-22-4� �管理栄養士の病棟専従配置が回復期リハビリテーション病棟入院患者の機能予後に与える影響
安岡病院　栄養科 1）、横浜市立大学付属市民総合医療センター　リハビリテーション科 2）、
長崎リハビリテーション病院　人材開発部・栄養管理室 3）、西宮協立脳神経外科病院　看護部 4）、原土井病院　薬剤部 5）、
帝京大学医学部付属溝口病院　リハビリテーション科 6）

西山　愛 1）、若林秀隆 2）、西岡心大 3）、永野彩乃 4）、中道真理子 5）、百崎　良 6）

O-22-5� �回復期リハビリテーション病棟における管理栄養士専任配置に伴うエネルギー充足率の変化
藤田医科大学　七栗記念病院　医療技術部　食養課 1）、藤田医科大学　医学部　外科・緩和医療学講座 2）、
藤田医科大学　七栗記念病院　医療技術部　薬剤課 3）、藤田医科大学　医学部　リハビリテーション医学Ⅱ講座 4）

松本真奈美 1）、堀内　薫 1）、東口髙志 2）、臼井正信 2）、上葛義浩 2,3）、溝口由佳 1）、宇薄千佳 1）、高尾理紗 1）、園田　茂 4）

O-22-6� �認知症病棟における入院時栄養介入の試み
IMSグループ医療法人社団明芳会　江田記念病院　栄養科
村田紗友美、近藤穂波、黒田美紀、梶谷咲美

O-22-7� �管理栄養士の病棟常駐への取り組みと今後の課題
社会医療法人信愛会　交野病院　栄養科 1）、社会医療法人信愛会　交野病院　看護部 2）、社会医療法人信愛会　交野病院　外科 3）

藤田知叡 1）、古家後洋美 1）、水本　希 2）、溝口恵理 2）、宮本由美 2）、福井淳一 3）

一般演題（口演）23　肥満の栄養管理	 第10会場	 2月27日（木）	 10:20～11:20
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）

O-23-1� �肥満外科治療の導入における術前減量および術後短期成績の検討
札幌医科大学　消化器・総合、乳腺・内分泌外科 1）、札幌医科大学附属病院　NST 2）、札幌医科大学医学部　集中医療医学 3）、
札幌医科大学医学部　血液内科学 4）、札幌医科大学附属病院　栄養管理センター 5）

信岡隆幸 1,2）、伊東竜哉 1,2）、秋月恵美 1,2）、巽　博臣 2,3）、井山　諭 2,4）、荒川朋子 2,5）、高瀬　彩 2,5）、仲　詩織 2,5）、竹政伊知朗 1）

O-23-2� �肥満手術におけるチーム医療と栄養療法
名古屋市立大学消化器外科
田中達也、小川　了、早川俊輔、藤幡士郎、中屋誠一、大久保友貴、佐川弘行、高橋広城、瀧口修司

O-23-3� �当院スリーブ状胃切除術症例に対する管理栄養士の関わりについて
地方独立行政法人　加古川市民病院機構　加古川中央市民病院　栄養管理室 1）、
地方独立行政法人　加古川市民病院機構　加古川中央市民病院　消化器外科 2）

大西舞奈 1）、西井　穗 1）、中村恭葉 1）、米田志帆 1）、西山かすみ 1）、大岩　優 1）、井上未夕 1）、廣瀨智晴 1）、畑　勝智 1）、岡内奈穂 1）、
阿部紘一郎 2）

O-23-4� �肥満外来における食行動質問表を用いた栄養指導の試み
とちぎメディカルセンターしもつが　栄養管理センター 1）、とちぎメディカルセンターしもつが　外科 2）、
とちぎメディカルセンターしもつが　リハビリテーションセンター 3）、とちぎメディカルセンターしもつが　薬剤部 4）、
とちぎメディカルセンターしもつが　臨床検査センター 5）

寺島章子 1）、小泉　大 2）、廣井　望 3）、嶋田訓章 3）、倉井栄典 4）、谷黒真弓 1）、渡邉佳津子 5）、北林宏之 2）

O-23-5� �乳癌症例に関する肥満と乳癌リスクの検討
富山大学　消化器・腫瘍・総合外科
長田拓哉、荒井美栄、藤井　努

O-23-6� �間質性肺炎患者の肥満病態におけるシクロスポリン血中濃度への影響についての検討
国立病院機構姫路医療センター
中西剛志、竹松茂樹、貝野陽奈、田路章博、南山啓吾、砂金秀美

O-23-7� �肥満外科治療前後のビタミンD欠乏高度肥満患者に対する天然型ビタミンD補充量の検討
東邦大学医療センター佐倉病院栄養部 1）、東邦大学医療センター佐倉病院糖尿病内分泌代謝センター 2）、
東邦大学医療センター佐倉病院外科 3）

川久保さおり 1）、山口　崇 2）、田中美帆 1）、山浦一恵 1）、瀬尾恵理 1）、金居理恵子 1）、神戸和泉 1）、鮫田真理子 1）、大城崇司 3）、辻沙耶佳 2）、
齋木厚人 2）、龍野一郎 1,2）

一般演題（口演）24　腎疾患・糖尿病	 第10会場	 2月27日（木）	 13:10～14:10
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）

O-24-1� �透析患者における栄養指標別の検討
特定医療法人　同心会　遠山病院
飯田恵利
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O-24-2� �透析例の血清蛋白質に対する影響因子の検索：横断的研究
三重北医療センター　菰野厚生病院　薬剤部 1）、
三重北医療センター　菰野厚生病院　検査科 2）、三重北医療センター　菰野厚生病院　栄養科 3）、
三重北医療センター　菰野厚生病院　看護部 4）、三重北医療センター　いなべ総合病院　薬剤部 5）

谷口靖樹 1）、澤明日香 2）、前川純一 1）、加藤理津子 4）、中谷理恵 3）、石田美希 4）、松浦史佳 1）、朝倉紗希 3）、川瀬将紀 5）

O-24-3� �入院患者の腎機能障害は身体機能改善および自宅退院と関連する
熊本リハビリテーション病院　歯科口腔外科 1）、熊本リハビリテーション病院　リハビリテーション科 2）、
熊本リハビリテーション病院　栄養管理科 3）、熊本リハビリテーション病院　看護部 4）

白石　愛 1）、吉村芳弘 2）、嶋津さゆり 3）、辻　友里 1）、長野文彦 2）、備瀬隆広 2）、工藤　舞 3）、木戸善文 2）、濱田雄仁 2）、葛原碧海 2）、
砂原貴子 4）、上野いずみ 3）

O-24-4� �糖尿病患者への指示エネルギー量として25kcal/kg（標準体重）では安静時代謝量を下回る場合がある
愛生会山科病院　糖尿病内科 1）、京都府立医科大学大学院医学研究科　内分泌・代謝内科学 2）、京都工場保健会　臨床生理学研究所 3）、
立命館大学　総合科学技術研究機構　創薬科学研究センター 4）

福田拓也 1,2）、田中武兵 2）、山﨑真裕 2）、丸中良典 3,4）、福井道明 2）

O-24-5� �慢性腎臓病がある後期高齢患者の心臓血管外科手術において、高BCAA含有栄養補助食品を用いた一症例
JA神奈川県厚生連　相模原協同病院　栄養室 1）、薬局 2）、看護部 3）、消化器外科 4）

伊藤理恵 1）、加藤由起 1）、上條広高 1）、上遠野景子 2）、武田なつ美 2）、安田貴代 3）、船津健太郎 4）

O-24-6� �低Na血症の補正後にrefeeding�syndromeをきたした1症例
公立甲賀病院　内科 1）、公立甲賀病院　栄養管理課 2）、公立甲賀病院　薬剤部 3）、公立甲賀病院　臨床検査課 4）

大村　寧 1）、丸山瑠里恵 2）、白川一宏 3）、木田有日子 3）、奥井幸三 4）、松田昌美 2）、南部卓三 1）

O-24-7� �高齢糖尿病患者におけるICTを活用した多職種連携
八戸市立市民病院　内分泌糖尿病科
工藤貴徳

一般演題（口演）25　エネルギー代謝と栄養評価	 第10会場	 2月27日（木）	 14:10～15:10
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）

O-25-1� �多胎妊婦における安静時エネルギー消費量に関する検討
滋賀医科大学医学部附属病院　栄養治療部 1）、滋賀医科大学医学部　産科学婦人科学講座 2）

土田侑奈 1）、栗原美香 1）、中西直子 1）、馬場重樹 1）、鈴木幸之助 2）、村上　節 2）、佐々木雅也 1）

O-25-2� �高齢者における安静時エネルギー消費量および基礎代謝量の推定
JA愛知厚生連　足助病院　栄養科 1）、名古屋学芸大学健康・栄養研究所 2）、名古屋市立大学大学院医学研究科　地域医療教育学講座 3）、
JA愛知厚生連　足助病院　内科 4）

川瀨文哉 1,2）、正木克由規 3,4）、小林真哉 4）

O-25-3� �心不全患者における主観的包括的評価（SGA）の短期予後予測の妥当性
武庫川女子大学　生活環境学部　栄養科学研究所 1）、
名古屋女子大学　家政学部　食物栄養学科 2）、社会医療法人渡邊高記念会　西宮渡辺心臓脳・血管センター　栄養科 3）、
社会医療法人渡邊高記念会　西宮渡辺心臓脳・血管センター　循環器内科 4）

鞍田三貴 1）、武内海歌 1,2）、亀井こずえ 1）、岡村春菜 3）、笹部麻美 3）、木戸里佳 3）、髙木洋子 3）、民田浩一 4）

O-25-4� �NST活動の栄養評価におけるRTP,�CONUTの意義と測定値に影響する因子についての検討
永寿総合病院　薬剤科 1）、永寿総合病院　外科 2）、永寿総合病院　看護部 3）

平井　萌 1）、大坊佳子 1）、吉田正栄 3）、愛甲　聡 2）

O-25-5� �当院NST患者におけるGLIM基準と血液検査法との関係性の検討
北海道大学病院　検査・輸血部 1）、北海道大学大学院　薬学研究院　臨床病態解析学 2）、北海道大学病院　栄養管理部 3）、
北海道大学大学院　医学研究院　消化器外科学教室Ⅱ 4）

三谷麻子 1）、武田宏司 2）、岩井孝仁 1）、大沼麗子 1）、池田陽子 3）、熊谷聡美 3）、七戸俊明 4）

O-25-6� �BMIとCRPによる再入院症例に関する検討
北杜市立甲陽病院　看護部 1）、北杜市立甲陽病院　外科 2）、北杜市立甲陽病院　栄養科 3）、北杜市立甲陽病院　薬剤科 4）、
北杜市立甲陽病院　理学療法科 5）

淺川弘美 1）、中瀬　一 2）、小泉恵子 1）、堀込かずみ 3）、浅川浩樹 4）、内藤　薫 5）、千葉隆史 5）、白澤佑次 5）、井出澤剛直 2）、飯塚秀彦 2）

O-25-7� �多職種で取り組む供給熱量ワンデイ調査からみた栄養充足度の経年変化‐消化器病棟編‐
岩手県立中央病院　看護部 1）、岩手県立中央病院　栄養管理科 2）、岩手県立中央病院　薬剤部 3）、岩手県立中央病院　消化器外科 4）

八重樫英子 1）、小野寺喜代 1）、斎藤香菜 2）、遠藤佳代子 2）、若林　港 3）、神谷蔵人 4）、原　康之 4）、宮田　剛 4）



92 JSPEN2020　－第35回学術集会プログラム集－

一般演題（口演）26　周術期の栄養管理	1	 第10会場	 2月27日（木）	 15:20～16:20
座長：浅田康行（�福井厚生病院　外科）
　　　谷口正哲（�共和病院　内科）

O-26-1� �頭頸部癌周術期の経鼻胃管栄養投与と消化器症状についての検討
国立がん研究センター東病院頭頸部外科
篠崎　剛、松浦一登、林　隆一、石井　亮

O-26-2� �食道癌術後における退院時摂取エネルギーの変化－周術期管理チーム発足後初期との比較－
浜松医科大学医学部附属病院栄養部 1）、浜松医科大学医学部周術期等生活機能支援学講座 2）、
浜松医科大学医学部外科学第二講座 3）、浜松医科大学医学部附属病院リハビリテーション科 4）、浜松医科大学医学部附属病院救急部 5）、
浜松医科大学医学部附属病院血液浄化療法部 6）

白井祐佳 1）、位田文香 1）、高橋善明 1,5）、加藤明彦 1,6）、平松良浩 2,3）、川田三四郎 3）、渡邉浩司 2,4）、本家淳子 2）、菊池寛利 3）、竹内裕也 3）

O-26-3� �食道癌患者の周術期栄養管理支援におけるwearable�fitness�tracking�deviceの有用性
浜松医科大学医学部周術期等生活機能支援学講座 1）、浜松医科大学医学部外科学第二講座 2）、浜松医科大学附属病院リハビリテーション科 3）、
浜松医科大学附属病院栄養部 4）

本家淳子 1）、平松良浩 1,2）、川田三四郎 2）、渡邉浩司 1,3）、白井祐佳 4）、位田文香 4）、菊池寛利 2）、竹内裕也 2）

O-26-4� �当院における食道癌に対するERASに基づく周術期管理の現状と課題
岩手医科大学　医学部　外科学講座 1）、岩手医科大学　医学部　緩和医療学科 2）、岩手医科大学　医学部　医療安全学講座 3）

秋山有史 1）、岩谷　岳 1）、藤澤良介 1）、佐々木教之 1）、二階春香 1）、遠藤史隆 1）、馬場誠朗 1）、長谷川康 1）、木村聡元 1）、高原武志 1）、
大塚幸喜 1）、新田浩幸 1）、木村祐輔 2）、肥田圭介 3）、佐々木章 1）

O-26-5� �高齢者食道癌手術症例における手術成績と周術期の栄養評価の検討
川崎医科大学　医学部　消化器外科学 1）、川崎医科大学付属病院　栄養部 2）

窪田寿子 1）、東田正陽 1）、本多　唯 2）、遠藤陽子 2）、藤原由規 1）、上野富雄 1）

O-26-6� �胃癌術後における体組成変化についての検討
鳥取県立中央病院　栄養管理室 1）、鳥取県立中央病院　外科 2）

岸本和恵 1）、尾﨑知博 2）、田中絢奈 1）、宮﨑典子 1）、岡本英津子 1）、横野惠美子 1）、田中敬子 1）、後藤圭佑 2）、渡部　純 2）、漆原正一 2）、
遠藤財範 2）、建部　茂 2）、中村誠一 2）、池口正英 2）

O-26-7� �胃切除後の体重減少と体組成変化について（術後３年目までの検討）
堺市立総合医療センター　栄養管理科 1）、堺市立総合医療センター　臨床検査技術科 2）、堺市立総合医療センター　呼吸器内科 3）、
堺市立総合医療センター　胃食道外科 4）

馬場千歳 1）、渡邊薫子 1）、齊藤孝子 2）、郷間　巌 3）、間狩洋一 4）

一般演題（口演）27　周術期の栄養管理	2	 第10会場	 2月27日（木）	 16:20～17:20
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）

O-27-1� �胃切除術後の食事摂取量と体重・体組成の関連
社会医療法人近森会　近森病院　臨床栄養部 1）、社会医療法人近森会　近森リハビリテーション病院　臨床栄養部 2）、
社会医療法人近森会　近森病院　リハビリテーション部 3）、社会医療法人近森会　近森病院　外科 4）、社会医療法人近森会　近森病院　院長 5）

戸次優衣 1）、溝渕智美 1）、谷本真紀 1）、泉　麻衣 1）、太田由莉恵 1）、川村七瀬 2）、田部大樹 1）、宮島　功 1）、田中健太郎 3）、塚田　暁 4）、
近森正幸 5）

O-27-2� �胃全摘出術における術後栄養法の比較とその評価
社会医療法人仙養会北摂総合病院　栄養科 1）、社会医療法人仙養会北摂総合病院　糖尿病・内分泌内科 2）、
社会医療法人仙養会北摂総合病院　一般・消化器外科 3）、社会医療法人仙養会北摂総合病院　感染防止対策担当 4）

山﨑純子 1）、林　正悟 1）、岡本大尚 1）、服部恭子 1）、狩野慎太郎 1）、今井美紅 1）、竹内　徹 2）、豊田昌夫 3）、川﨑浩資 3）、馬場恵美 4）

O-27-3� �腹腔鏡下胃全摘術と腹腔鏡下噴門側胃切除術の比較による胃切除術後貧血の評価
長浜赤十字病院外科
中村一郎、塩見尚礼

O-27-4� �低栄養の胃切除患者に対する術前からのシームレスな栄養管理と理学療法の有用性
上尾中央総合病院　栄養科 1）、外科 2）、リハビリテーション技術科 3）、脳神経内科 4）

寺田　師 1）、大村健二 2）、福田達郎 3）、長岡亜由美 1）、佐藤美保 1）、德永惠子 4）

O-27-5� �胃がん症例における胃切除術1年後のControlling�Nutrition�Statusスコアに及ぼす因子の検討
公立福生病院　栄養科 1）、公立福生病院　外科 2）、公立福生病院　看護部 3）、公立福生病院　薬剤部 4）、公立福生病院　検査技術科 5）、
公立福生病院　リハビリテーション技術科 6）、公立福生病院　皮膚科 7）

石川　侑 1）、黄金崎愛美 3）、山郷淑子 3）、島田真由美 4）、木崎大賀 4）、吉沼　孝 5）、山久智加 5）、十山由理 5）、山田裕之 6）、野田啓美 6）、
木下美佐子 1）、江澤怜子 1）、塩入瑞恵 7）、星川竜彦 2）
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O-27-6� �胃切除後1か月における術後経口補助栄養導入の効果；FFQW-82による定量化
神奈川県立がんセンター　消化器外科 1）、神奈川県立がんセンター　栄養管理科 2）、横浜市立大学附属病院　外科治療学 3）、
横浜総合病院　消化器外科 4）

中園真聡 1,4）、山田貴允 1）、秋山紘槻 2）、田中明美 2）、村松美穂 2）、藤井理恵薫 2）、公盛啓介 1）、渡邊勇人 1）、神尾一樹 1）、藤川寛人 1）、
利野　靖 3）、益田宗孝 3）、尾形高士 1）、大島　貴 1）

O-27-7� �早期胃癌に対する腹腔鏡下胃切除術における術後合併症予測因子としての術前栄養指標と患者体型の意義
がん研究会有明病院　胃外科 1）、がん研究会有明病院　栄養管理部 2）

熊谷厚志 1,2）、井田　智 1,2）、松尾宏美 2）、伊沢由紀子 2）、松下亜由子 2）、川名加織 2）、高木久美 2）、中屋恵梨香 2）、伊丹優貴子 2）、榎田滋穂 2）、
山口　彩 2）、岡野亜子 2）、幕内梨恵 1）、大橋　学 1）、布部創也 1）

一般演題（口演）28　周術期の栄養管理	3	 第10会場	 2月27日（木）	 17:20～18:20
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）

O-28-1� �術前炭水化物補水摂取による安全性の評価
社会医療法人仙養会北摂総合病院　栄養科 1）、社会医療法人仙養会北摂総合病院　糖尿病・内分泌内科 2）、
社会医療法人仙養会北摂総合病院　一般・消化器外科 3）、社会医療法人仙養会北摂総合病院　麻酔科 4）

岡本大尚 1）、林　正悟 1）、山﨑純子 1）、服部恭子 1）、狩野慎太郎 1）、今井美紅 1）、竹内　徹 2）、川﨑浩資 3）、西原　功 4）

O-28-2� �術前患者に対する入院前支援の取り組み
社会医療法人　信愛会　交野病院　褥瘡対策室 1）、社会医療法人　信愛会　交野病院　患者支援センター 2）、
社会医療法人　信愛会　交野病院　外科 3）、社会医療法人　信愛会　交野病院　栄養管理部 4）、社会医療法人　信愛会　交野病院　NST 5）

溝口恵理 1,5）、近藤優子 2）、藤川亜弥 2）、藤田知叡 4,5）、福井淳一 3,5）、津田　匠 3,5）

O-28-3� �術前運動栄養療法の効果�－体組成・運動機能・栄養指標の変化について－
前橋赤十字病院外科 1）、前橋赤十字病院NST 2）

荒川和久 1,2）、宮崎達也 1）、棚橋由佳 2）、小倉美佳 2）、春原ひと美 2）、松本知沙 2）、高井利奈 2）、大澤淳子 2）、阿部克幸 2）

O-28-4� �術前サルコペニア・フレイルの拾い上げと周術期介入の可能性
岩手県立中央病院　消化器外科
神谷蔵人、原　康之、宮田　剛

O-28-5� �大腿骨近位部骨折手術後２週での食事摂取率は、CRP・プレアルブミンと相関する
袖ケ浦さつき台病院　整形外科 1）、心療内科 2）、医療技術部栄養課 3）、看護部 4）、薬剤部 5）、リハビリテーション部 6）

新井　真 1）、鄭　在夏 1）、倉田　勉 2）、小倉　梢 3）、伊藤弥子 4）、水野智子 4）、岡崎　綾 4）、須藤彩乃 5）、瓜生奈津子 5）、西芙美奈 5）、
斎藤詩織 6）、黒木成也 6）

O-28-6� �心臓血管外科手術患者に対する術前栄養サポートについて
武蔵野赤十字病院　栄養課 1）、日産厚生会　玉川病院　消化器外科 2）、
武蔵野赤十字病院　臨床検査部 3）、武蔵野赤十字病院　心臓血管外科 4）、武蔵野赤十字病院　整形外科 5）、武蔵野赤十字病院　総合診療科 6）、
武蔵野赤十字病院　救命救急センター 7）、武蔵野赤十字病院　腫瘍内科 8）、武蔵野赤十字病院　腎臓内科 9）、武蔵野赤十字病院　外科 10）

中野寛子 1）、大司俊郎 2）、黒木智恵 1）、陣場貴之 3）、田﨑　大 4）、吉﨑智也 4）、浅沼雄貴 5）、上田　研 6）、原　俊輔 7）、中根　実 8）、
安藤亮一 9）、入江　工 10）

O-28-7� �心臓血管外科で予定手術を受ける患者の術前の栄養状態についての検討
一般社団法人　平成紫川会　小倉記念病院　看護部 1）、一般財団法人　平成紫川会　小倉記念病院　ＮＳＴ 2）

中西優子 1）、隈本伸生 2）、立野淳子 2）

一般演題（口演）29　経腸栄養	1	 第12会場	 2月27日（木）	 9:20～10:20
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）

O-29-1� �腸内細菌によるアルギン酸の発酵性に関する基礎的検討
テルモ株式会社ホスピタルカンパニーホスピタルシステム事業医薬品グループ栄養 1）、金沢工業大学バイオ・化学部 2）、
滋賀医科大学医学部看護学科基礎看護学講座 3）、滋賀医科大学医学部附属病院栄養治療部 4）

西谷　弘 1）、袴田佳宏 2）、佐々木雅也 3,4）

O-29-2� �ユズ果汁経口投与によるマウスの腸内乳酸菌数の増加
高知大学医学部附属病院　栄養管理部 1）、高知大学医学部　高知馬路村ゆず健康講座 2）、馬路村農業協同組合 3）

鎌田三砂子 1）、宮本美緒 2）、浅野公人 2,3）、川村巧成 2）、松浦　梓 2）、北添範子 2）、伊與木美保 1）、東谷望史 3）、溝渕俊二 2）

O-29-3� �経管栄養患者の腸内細菌叢とその臨床的意義について
医仁会　さくら総合病院　栄養管理センター 1）、医仁会　さくら総合病院　消化器・外傷センター 2）、
医仁会　さくら総合病院　臨床検査センター 3）、医仁会　老人保健施設　さくら荘　看護部 4）、森永乳業株式会社　健康栄養科学研究所 5）

山本千尋 1）、小林　豊 2）、新井一輝 3）、水野孝子 4）、園木浩文 5）
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O-29-4� �発酵乳が腸管免疫におよぼす影響：マウスパイエル板の基礎的検討
東京大学大学院　医学系研究科　侵襲代謝・手術医学講座 1）、東京大学医学部附属病院　手術部 2）、
東京大学大学院　医学系研究科　消化管外科 3）

高山はるか 1）、深柄和彦 1,2）、Watkins 彩子 1）、野口　緑 2）、髙橋一哉 3）、村越　智 1,2）

O-29-5� �高発酵性水溶性食物繊維流動食を用いた排便コントロールの取り組み
医療法人恒仁会　近江温泉病院
青木千江子

O-29-6� �グアーガム分解物（食物繊維）の使用による排便コントロールの効果
宇和島徳洲会病院
中島由美子

O-29-7� �当院における経腸栄養時のサンファイバー投与例の検証
橋本市民病院　NST
髙橋佐智、前垣内真由美、川北ひさ、木村ナオ子、河﨑尚史、平山陽士、田中章夫、嶋田浩介、前田恒宏

一般演題（口演）30　経腸栄養	2	 第12会場	 2月27日（木）	 10:20～11:20
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）

O-30-1� �経管栄養患者における消化器関連合併症予防のための半固体化栄養法：系統的レビューとメタ解析
恵寿総合病院臨床栄養課 1）、大阪市立大学大学院生活科学研究科 2）、阿知須共立病院内科 3）、愛知医科大学大学院　緩和・支持医療学 4）、
世田谷記念病院リハビリテーション科 5）、帝京大学医学部付属溝口病院リハビリテーション科 6）

小蔵要司 1,2）、鈴木千枝子 3）、前田圭介 4）、堺　琴美 5）、百崎　良 6）

O-30-2� �NST介入患者における経腸栄養中の消化器系合併症に関する検討
和歌山県立医科大学附属病院　病態栄養治療部 1）、和歌山県立医科大学附属病院　薬剤部 2）、和歌山県立医科大学附属病院　第一内科 3）

前西佐映 1）、原　友菜 1）、田中明紀子 1）、望月龍馬 1）、御前紗代子 2）、木村光孝 2）、石橋達也 3）、赤水尚史 3）、西　理宏 1）

O-30-3� �経腸栄養中の難治性下痢症にPPIの関与が疑われた症例の経過と対策
富家病院NST 1）、栄養指導科 2）、栄養科 3）、薬剤科 4）、看護部 5）、検査科 6）、内科 7）、外科 8）

松本菜々 1,2）、齋藤佳代子 1,3）、斉藤雅文 1,4）、内田久美子 1,5）、永淵有紀 1,5）、大竹京子 1,6）、岩田綾奈 1,5）、藤田　雅 1,5）、尾花和子 1）、
小林友記 1,7）、富家隆樹 1,8）

O-30-4� �経腸栄養開始後の発熱に関する背景因子の検討
湘南鎌倉総合病院　NST
菊地瑛莉香、熊谷知博、安田朱里、伊藤典子、日高寿美

O-30-5� �絶食患者に対する開始経管栄養剤の検討
東京曳舟病院　診療技術部　栄養課 1）、東京曳舟病院　診療部　脳神経外科 2）

高橋佳宏 1）、渋谷　肇 2）

O-30-6� �ペクチン含有濃厚流動食の使用目的とその効果
大阪警察病院　看護部 1）、大阪警察病院　ER・救命救急科 2）、大阪警察病院　栄養管理課 3）、大阪警察病院　一般外科 4）

木村　遥 1）、山田知輝 2）、渡辺麻理恵 1）、西尾勢津子 3）、山中孝子 1）、岸健太郎 4）

O-30-7� �栄養状態維持を目指したClostridioides�difficile�infectionプロトコールの検証
西宮協立脳神経外科病院　栄養科 1）、西宮協立脳神経外科病院　脳神経外科 2）、西宮協立脳神経外科病院　看護部 3）

若月未来 1）、山田佳孝 2）、花岡麻里子 1）、永野彩乃 3）

一般演題（口演）31　経腸栄養	3	 第12会場	 2月27日（木）	 13:10～14:10
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）

O-31-1� �20年間の静脈経腸栄養年鑑に掲載された経腸栄養剤のNPC/N比に着目した検討
大手前栄養製菓学院専門学校　栄養学科 1）、大阪樟蔭女子大学　健康栄養学部健康栄養学科 2）

岡田有司 1）、三輪孝士 2）

O-31-2� �A病院における2種類の経腸栄養プロトコルの使用状況
一般財団法人平成紫川会　小倉記念病院　看護部 1）、一般財団法人平成紫川会　小倉記念病院　薬剤部 2）、
一般財団法人平成紫川会　小倉記念病院　栄養管理課 3）、一般財団法人平成紫川会　小倉記念病院　消化器外科 4）、
一般財団法人平成紫川会　小倉記念病院　救急部 5）

隈本伸生 1）、立野淳子 1）、渡邊俊一 1）、深田文子 1）、清水誉志 2）、井上由紀 3）、西村　拓 4）、中島　研 5）、林　宏樹 1）、奥　宏美 3）、
中野しのぶ 3）
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O-31-3� �口腔癌手術に伴う経腸栄養の現状調査
大阪警察病院　看護部 1）、大阪警察病院　ER・救命救急科 2）、大阪警察病院　歯科・口腔外科 3）、大阪警察病院　栄養管理科 4）、
大阪警察病院　一般外科 5）

武河あかね 1）、山田知輝 2）、外川健史 3）、渡辺麻理恵 1）、西尾勢津子 4）、山中孝子 1）、高宮勝子 1）、岸健太郎 5）

O-31-4� �NST介入によりハイネイーゲルの使用で造血幹細胞移植が可能となったPOEMS症候群の１症例
東京女子医科大学病院　薬剤部 1）、東京女子医科大学病院　NST 2）、東京女子医科大学病院　栄養管理部 3）、
東京女子医科大学病院　看護部 4）、東京女子医科大学病院　麻酔科 5）、東京女子医科大学病院　血液浄化療法科 6）

只見智恵子 1,2）、坂田　章 2,3）、大塚有希子 2,4）、佐藤美絵 1,2）、古井郁恵 2,5）、花房規男 2,6）、浜田幸宏 1）、木村利美 1）

O-31-5� �ANCA関連血管炎患者においてクロストリジウム・デフィシル腸炎後にエンシュアによるアレルギーを認めた1例
横須賀共済病院腎臓内科 1）、横須賀共済病院栄養管理科 2）

大谷　恵 1）、柳　智貴 1）、森本靖久 1）、野崎　梢 2）、服部みな子 2）、野間友紀 2）、河越美香 2）、田邉まどか 1）、安藝昇太 1）、田中啓之 1）

O-31-6� �乳酸菌・酪酸菌の作用部位に着目し、整腸剤及び経腸栄養剤を使用した後の便性の変化があった1例
ims グループ　医療法人三愛会　三愛会総合病院　栄養科
五十嵐香織

O-31-7� �高齢患者の術後栄養管理を考える　～経腸栄養導入後に自宅退院が可能となった高齢患者の一例より～
医療法人立川メディカルセンター　立川綜合病院　栄養科 1）、医療法人立川メディカルセンター　立川綜合病院　外科 2）、
医療法人立川メディカルセンター　立川綜合病院　看護部 3）、医療法人立川メディカルセンター　立川綜合病院　薬剤部 4）、
医療法人立川メディカルセンター　悠遊健康村病院 5）

村越　南 1）、多田哲也 2）、松崎加奈 4）、渋谷真希 3）、小島圭太 3）、小栁麻衣 3）、鈴木美千代 5）

一般演題（口演）32　PEGと栄養	1	 第12会場	 2月27日（木）	 14:10～15:10
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）

O-32-1� �PEG症例における術前嚥下内視鏡検査から分かること
公益財団法人ときわ会常磐病院外科 1）、公益財団法人ときわ会常磐病院言語聴覚療法課 2）、公益財団法人ときわ会常磐病院看護部 3）、
公益財団法人ときわ会常磐病院薬剤部 4）、公益財団法人ときわ会常磐病院臨床検査課 5）、公益財団法人ときわ会常磐病院栄養課 6）

神崎憲雄 1）、小松紋美 2）、佐藤みづき 2）、松本元美 2）、稲沼千春 3）、根本美保 3）、鈴木悠里 4）、岩本陽花 4）、吉田ちひろ 5）、中野顕子 6）、
日置清子 6）

O-32-2� �胃瘻で在宅療養を可能にするための因子の検討
厚生連上都賀総合病院
山本祐也、佐野　渉、穴山明日香、中田啓二、小倉智人、佐藤美雪、矢野佳代子、斎藤正浩、松村美穂子、十川康弘

O-32-3� �認知症にHappy�な胃瘻を造設する取り組み～認知症高齢者の摂食障害に対する当院での胃瘻造設の現状
社会医療法人関愛会　坂ノ市病院
管　　聡

O-32-4� �当院における内視鏡下胃瘻造設例から見えてきたこと～ACPは慢性期終末期になじむか～
社会医療法人　祥和会　脳神経センター大田記念病院　栄養課 1）、社会医療法人　祥和会　脳神経センター大田記念病院　外科 2）、
社会医療法人　祥和会　脳神経センター大田記念病院　看護部 3）、社会医療法人　祥和会　脳神経センター大田記念病院　薬剤課 4）、
社会医療法人　祥和会　脳神経センター大田記念病院　脳神経内科 5）

高見香央里 1）、中川浩一 2）、飯守淳喜 3）、宗田史江 3）、安達麻美 3）、中井聖子 4）、金尾淳子 4）、下江　豊 5）

O-32-5� �当院における内視鏡下胃瘻造設例から見えてきたこと～短期予後予測因子と臨床的老衰の定義～
脳神経センター大田記念病院　外科 1）、脳神経センター大田記念病院　看護部 2）、脳神経センター大田記念病院　薬剤課 3）、
脳神経センター大田記念病院　栄養課 4）、脳神経センター大田記念病院　神経内科 5）

中川浩一 1）、高見香央里 4）、飯守淳喜 2）、安達麻美 2）、宗田史江 2）、中井聖子 3）、金尾淳子 3）、下江　豊 5）

O-32-6� �適切な栄養管理を再考する
厚生連上都賀総合病院　外科 1）、厚生連　上都賀総合病院ＮＳＴ 2）

佐野　渉 1）、穴山明日香 2）、山本祐也 1）、中田啓二 2）、小倉智人 2）、佐藤美雪 2）、矢野佳代子 2）、後藤裕子 2）、斎藤正浩 2）、松村美穂子 2）、
十川康弘 1）

O-32-7� �PEGバッシングの結果としての現状を踏まえ、経鼻胃管長期留置をバッシングする
社会医療法人誠光会草津総合病院消化器内科 1）、
社会医療法人誠光会草津総合病院栄養管理部 2）、社会医療法人誠光会草津総合病院消化器・一般外科 3）、
医療法人西山医院 4）、独立行政法人国立病院機構東近江総合医療センター消化器内科 5）、滋賀医科大学医学部附属病院栄養治療部 6）、
社会医療法人誠光会草津総合病院薬剤部 7）

島本和巳 1）、森　直子 1）、杉谷義彦 1）、小林　遊 1）、伴　宏充 1）、中村文泰 1）、高田小百合 2）、中嶋容子 2）、西村直子 2）、布施順子 2）、
一瀬真澄 3）、山岸紀子 7）、西山順博 4）、伊藤明彦 5）、佐々木雅也 6）
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一般演題（口演）33　褥瘡と栄養	 第13会場	 2月27日（木）	 9:20～10:20
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）

O-33-1� �褥瘡手術患者におけるInBodyによる体成分分析の有用性
札幌道都病院　NST 1）、札幌道都病院　外科 2）、札幌道都病院　形成外科 3）

西森英史 1,2）、江副京理 3）、池田佳奈枝 3）、津田真理 1）、矢嶋知己 1,2）、瀬戸由紀子 1）、上野博則 1）、山屋昌美 1）、秦　史壯 2）

O-33-2� �重度褥瘡の改善目的にたんぱく質量を2.0ｇ/ｋｇ/日まで増量した2症例の検討
（公社）石川勤労者医療協会　城北病院　看護部 1）、（公社）石川勤労者医療協会　城北病院　薬剤部 2）、
（公社）石川勤労者医療協会　城北病院　栄養部 3）、（公社）石川勤労者医療協会　城北病院　検査部 4）、
（公社）石川勤労者医療協会　城北病院　リハビリテーション部 5）、（公社）石川勤労者医療協会　城北病院　内科 6）

丸山莉奈 1）、本田　圭 2）、鹿島しのぶ 1）、小島直子 1）、中山夕希 1）、村中佑嘉 1）、松崎律子 3）、松本奈緒子 3）、見砂知子 4）、山崎貴子 4）、
前　幸穂 5）、村田未来 5）、大野健次 6）

O-33-3� �多職種の協働連携により難治性褥瘡が改善した関わり～シトルリン含有補助食品を使用した1例～
独立行政法人総合病院国保旭中央病院看護局 1）、独立行政法人総合病院国保旭中央病院診療技術局　消化器内科 2）、
独立行政法人総合病院国保旭中央病院診療技術局　歯科口腔外科 3）、独立行政法人総合病院国保旭中央病院栄養科 4）、
独立行政法人総合病院国保旭中央病院薬剤局 5）、独立行政法人総合病院国保旭中央病院診療技術局　検査科 6）

菅谷沙知 1）、紫村治久 2）、中田康一 3）、掛巣孝則 1）、石見珠実 4）、川島美智子 5）、日色順子 6）、飯田政子 3）

O-33-4� �多職種でのチームアプローチにより、広範囲の褥瘡が顕著に改善した１例
医療法人財団明理会　行徳総合病院　栄養科 1）、医療法人財団明理会　行徳総合病院　医局 2）、
医療法人財団明理会　行徳総合病院　看護部 3）、医療法人財団明理会　行徳総合病院　リハビリテーション科 4）

熊谷洋香 1）、太田拓実 2）、原　悦子 3）、益子紗緒里 4）、髙橋祐輝 4）

O-33-5� �複数の創傷治療を促進させた栄養療法の実際　～積極的な栄養管理から食べる意欲がみられた一症例～
医療法人同仁会（社団）京都九条病院　看護部 1）、医療法人同仁会（社団）京都九条病院　消化器外科 2）、
医療法人同仁会（社団）京都九条病院　薬剤部 3）、医療法人同仁会（社団）京都九条病院　臨床栄養部 4）

髙安郁代 1）、北川一智 2）、友澤明憲 3）、須山奈見子 3）、片山影美子 4）、森本康裕 4）

O-33-6� �褥瘡対策チームとNSTの連携が褥瘡治癒に寄与した1例
社会福祉法人恩賜財団済生会松山病院薬剤部 1）、検査部 2）、栄養科 3）、リハビリテーションセンター 4）、医局 5）

大政翔平 1）、米井聖子 1）、辰巳智子 1）、白形　茜 1）、渡部智昭 2）、長野由香 2）、宮本ひかり 2）、石田美津子 3）、田中俊作 4）、竹中真美 4）、
田中　仁 5）、八木　専 5）

O-33-7� �疲労を考えたケアでその人らしさを支える
香川医療生活協同組合　髙松平和病院　看護部 1）、香川医療生活協同組合　髙松平和病院　食養科 2）、
香川医療生活協同組合　髙松平和病院　医局 3）

藤澤美江 1）、稲井里帆 1）、石丸彩香 1）、船本　忍 2）、豊岡志帆 3）

一般演題（口演）34　静脈栄養（TPN・PPN）	 第13会場	 2月27日（木）	 10:20～11:25
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）

O-34-1� �末梢静脈栄養輸液投与時の栄養素充足と安全性向上のための取り組み
高崎総合医療センター　薬剤部 1）、高崎総合医療センター　消化器病センター 2）、高崎総合医療センター　NST 3）

山本文哉 1,3）、金田知詞 1,3）、榎田泰明 2,3）、小川祐介 3）、長沼　篤 2,3）、田中俊行 2）、小川哲史 2,3）

O-34-2� �当院における禁食患者の栄養投与と脂肪乳剤使用実態調査
医療法人社団圭春会小張総合病院　薬剤部 1）、看護部 2）、栄養科 3）、外科 4）

飯塚倫子 1）、多田八寿栄 1）、増田華恵 2）、飯島良江 3）、手塚宏幸 3）、横山武史 4）

O-34-3� �当院の絶食期間中における栄養管理の実態
医療法人　慈啓会　白澤病院　ＮＳＴ 1）、リハビリテーション科 2）、看護部 3）、栄養科 4）

幕田和俊 1,2）、大島由莉奈 1,3）、和田小実 1,4）

O-34-4� �無脂肪の中心静脈栄養から脂肪乳剤の併用投与により肝障害の改善を認めた1症例
東京逓信病院薬剤部
篠原　徹、村井宗正

O-34-5� �ビタミンB1・糖・電解質・アミノ酸液の栄養状態に与える影響および使用状況に関する調査
昭和大学江東豊洲病院　薬剤部 1）、昭和大学薬学部　病院薬剤学講座 2）、昭和大学江東豊洲病院　栄養科 3）、
昭和大学江東豊洲病院　リハビリテーション科 4）、昭和大学江東豊洲病院　脳神経外科 5）、昭和大学　統括薬剤部 6）

越塚宏美 1,2）、伊藤綾花 1,2）、山崎卓磨 3）、鴨志田恭子 3）、依田光正 4）、池田尚人 5）、佐々木忠徳 2,6）

O-34-6� �脂肪乳剤の適正使用に向けての実態調査（２）－�肺炎患者への投与の有用性について�－
伊賀市立上野総合市民病院　薬剤課 1）、三重大学消化管・小児外科学講座 2）、伊賀市立上野総合市民病院　栄養管理課 3）、
伊賀市立上野総合市民病院　外科 4）

福森和俊 1）、奥川喜永 2）、久米麻有 1）、猪田幸邦 1）、白井由美子 3）、三枝　晋 4）、田中光司 4）
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O-34-7� �エルネオパ®NF併用がワルファリン服用患者のプロトロンビン時間に及ぼす影響
長崎大学病院　薬剤部
松永典子、伊藤直子、稲岡奈津子、里加代子、兒玉幸修、佐々木均

O-34-8� �TPNの管理状況と栄養状態が菌血症発症に及ぼす影響についての検討
AMG　上尾中央総合病院　薬剤部 1）、AMG　上尾中央総合病院　外科 2）、AMG　上尾中央総合病院　脳神経内科 3）

有路亜由美 1）、大村健二 2）、塩野このみ 1）、増田喬行 1）、野沢直史 1）、増田裕一 1）、徳永恵子 3）

一般演題（口演）35　ビタミン・微量元素・抗酸化物質	1	 第13会場	 2月27日（木）	 13:10～14:10
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）

O-35-1� �重症心身障害児における低亜鉛血症の治療
千葉県こども病院　遺伝診療センター　代謝科
松永綾子、市本景子、杉山洋平、田鹿牧子、志村　優、村山　圭

O-35-2� �新生児未熟児における血清亜鉛値基準表作成の試み
日本赤十字社医療センター検査部 1）、胃・食道外科 2）、栄養課 3）、薬剤部 4）、看護部 5）

桑原麻樹 1）、菅野恵子 1）、風間義弘 2）、山邊志都子 3）、石川史明 3）、清水里紗 4）、三島明子 5）、前原　緑 5）、金子まなぶ 5）、酒井敬介 2）

O-35-3� �当院における血清亜鉛値測定の現状と低栄養を含めた患者背景因子に関する検討
市立室蘭総合病院　外科・消化器外科 1）、市立室蘭総合病院　NST 2）

宇野智子 1,2）、吉田倫子 2）、関川由美 2）、古内久美子 2）、浅野由美子 2）、前田有一朗 2）、三浦るみ 2）、林　元子 2）、星野裕子 2）、河原林治朗 2）、
佐々木賢一 1,2）

O-35-4� �亜鉛欠乏症でみられる症状で受診した患者の血清亜鉛値について
見附市立病院　内科
飯利孝雄、五十嵐健太郎、高野明人

O-35-5� �低亜鉛血症による爪障害の治療経験
社会医療法人関愛会　佐賀関病院　外科 1）、社会医療法人関愛会　佐賀関病院　内科 2）、社会医療法人関愛会　佐賀関病院　NST 3）

姫野信治 1）、甲原芳範 2）、小野亮介 3）、飯塚升美 3）、小森章子 3）、坂本智子 3）、下田成人 3）

O-35-6� �透析患者の血清銅濃度下限値
医療法人社団日高会、日高病院、腎臓病治療センター 1）、医療法人社団日高会、日高病院、栄養課 2）

溜井紀子 1）、永野伸郎 1）、藤本裕子 2）、筒井貴朗 1）、伊藤恭子 1）

O-35-7� �Wilson病の栄養管理～銅含有量の少ないツインラインNF®を用いて～
独立行政法人　国立病院機構　東近江総合医療センター　栄養管理室 1）、
独立行政法人　国立病院機構　東近江総合医療センター　消化器内科 2）、 
独立行政法人　国立病院機構　東近江総合医療センター　薬剤部 3）、
独立行政法人　国立病院機構　東近江総合医療センター　リハビリテーション科 4）、
独立行政法人　国立病院機構　東近江総合医療センター　外科 5）

山本順子 1）、伊藤明彦 2）、東　里映 3）、西村幾美 3）、白石智順 4）、山根あゆみ 1）、畠中真由 1）、田中勝久 1）、太田裕之 5）、辻川知之 2）

一般演題（口演）36　ビタミン・微量元素・抗酸化物質	2	 第13会場	 2月27日（木）	 14:10～15:10
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）

O-36-1� �院内セレン製剤の使用状況調査�－�7施設における検討院
筑波大学　医学医療系　小児外科 1）、大阪大学大学院　医学研究院　小児外科 2）、慶應義塾大学　医学部　小児外科 3）、
京都府立医科大学　小児外科 4）、都立小児総合医療センター　消化器科 5）、神奈川県立こども医療センター　外科 6）、
三重大学　医学部　小児外科 7）

増本幸二 1）、瓜田泰久 1）、小野健太郎 1）、佐々木理人 1）、田附裕子 2）、山田洋平 3）、文野誠久 4）、村越孝次 5）、新開真人 6）、内田恵一 7）

O-36-2� �重症心身障害児(者)における血清セレンの実態調査及びセレン補助食品摂取の効果
独立行政法人国立病院機構釜石病院栄養管理室 1）、
独立行政法人国立病院機構兵庫あおの病院栄養管理室 2）、独立行政法人国立病院機構紫香楽病院栄養管理室 3）、
独立行政法人国立病院機構松江医療センター栄養管理室 4）、桜十字病院　元独立行政法人国立病院機構熊本再春荘医療センター栄養管理室 5）、
独立行政法人国立病院機構釜石病院リハビリテーション科 6）

渡邉一礼 1）、津田朱里 1）、上ノ町かおり 2）、中山　環 3）、今津健一 4）、山本真弓 2）、米田巧基 5）、土肥　守 6）

O-36-3� �低セレン血症を呈する重症心身障害者に対する高セレン含有ミキサー食注入の効果
独立行政法人国立病院機構　兵庫あおの病院　栄養管理室 1）、独立行政法人国立病院機構　紫香楽病院　栄養管理室 2）、
独立行政法人国立病院機構　松江医療センター　栄養管理室 3）、独立行政法人国立病院機構　釜石病院　栄養管理室 4）、
桜十字病院　元独立行政法人国立病院機構　再春荘医療センター　栄養管理室 5）、独立行政法人国立病院機構　兵庫あおの病院　小児外科 6）、
独立行政法人国立病院機構　兵庫あおの病院　小児科 7）

上ノ町かおり 1）、中山　環 2）、今津健一 3）、山本真弓 1）、渡邉一礼 4）、米田巧基 5）、玉村宣尚 6）、木藤嘉彦 7）
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O-36-4� �在宅療養中に経験したセレン血中濃度低下を呈した4症例
すぎもと在宅医療クリニック
杉本由佳

O-36-5� �ボノプラザンが原因と考えられた鉄欠乏性貧血の1例
国民健康保険軽井沢病院外科 1）、国民健康保険軽井沢病院看護部 2）、国民健康保険軽井沢病院薬剤科 3）、国民健康保険軽井沢病院検査科 4）

中村二郎 1）、山本智栄子 2）、十川房代 2）、伴野一樹 3）、土屋志津恵 4）

O-36-6� �麹甘酒による透析患者のミネラル吸収促進作用の検証
公立碓氷病院　診療技術部栄養科 1）、公立碓氷病院　腎臓内科 2）、東京農業大学大学院農学研究科 3）

上原由美 1）、柳澤和美 1）、吉田　泉 2）、樫村修生 3）

O-36-7� �重症心身障害児（者）におけるセレン欠乏に着目した栄養管理の検討　―血清Se値と患者背景の関連性―
独立行政法人国立病院機構　紫香楽病院　栄養管理室 1）、独立行政法人国立病院機構　兵庫あおの病院　栄養管理室 2）、
独立行政法人国立病院機構　釜石病院　栄養管理室 3）、独立行政法人国立病院機構　松江医療センター　栄養管理室 4）、
元独立行政法人国立病院機構　再春荘医療センター　栄養管理室 5）、独立行政法人国立病院機構　兵庫あおの病院　小児外科 6）、
独立行政法人国立病院機構　兵庫あおの病院　小児科 7）

中山　環 1）、上ノ町かおり 2）、山本真弓 2）、渡邉一礼 3）、今津健一 4）、米田巧基 5）、玉村宣尚 6）、木藤嘉彦 7）

一般演題（口演）37　ビタミン・微量元素・抗酸化物質	3	 第13会場	 2月27日（木）	 15:20～16:20
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）

O-37-1� �胃切除後ビタミンB12欠乏に関する調査と検討
聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院看護部 1）、聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院薬剤部 2）、
聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院栄養部 3）、聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院消化器・一般外科 4）

三宅川知絵 1）、川端千壽 1）、川畑亜加里 1）、森みさ子 1）、新嶋茂正 2）、松崎貴志 2）、森　佑紀 3）、伊藤弘昭 4）、根岸宏行 4）、大島隆一 4）、
田中圭一 4）

O-37-2� �院経口摂取患者の血中ビタミンB1・B12濃度について
高浜豊田病院外科 1）、高浜豊田病院栄養科 2）

長谷川正光 1）、志賀美和 2）

O-37-3� �がん病棟における、水溶性ビタミン欠乏に関するスクリーニング開始後の予防効果
埼玉医科大学国際医療センター　栄養部 1）、埼玉医科大学国際医療センター　NST事務局 2）、埼玉医科大学国際医療センター　消化器外科 3）

永田早紀 1）、森ひろみ 1,2）、佐藤　弘 1,3）

O-37-4� �重症巨赤芽球性貧血と亜急性連合性脊髄変性症を発症した完全菜食主義者の一例
千葉市立海浜病院　NST
川名秀俊、小山祥子、鈴木一平、村上千晴、橋場礼陽、庄野勝浩、樋口智也、鈴木薫代、町田裕子、相田俊明

O-37-5� �食道癌術後再発に対する化学療法中に発症したWernicke脳症の一例
自治医科大学　消化器一般移植外科
倉科憲太郎、松本志郎、細谷好則、春田英律、髙木　徹、千葉蒔七、山口博紀、北山丈二、佐田尚宏

O-37-6� �ビタミンD欠乏を伴ったParoxysmal�sympathetic�hyperactivity随伴異所性骨化を呈した1例
東北大学医学部救急科
佐藤武揚、久志本成樹

O-37-7� �絶食状態におけるビタミンK欠乏による血液凝固能低下予防の取り組み
（公社）石川勤労者医療協会　城北病院　薬剤部 1）、（公社）石川勤労者医療協会　城北病院　栄養部 2）、
（公社）石川勤労者医療協会　城北病院　看護部 3）、（公社）石川勤労者医療協会　城北病院　検査部 4）、
（公社）石川勤労者医療協会　城北病院　リハビリテーション部 5）、（公社）石川勤労者医療協会　城北病院　内科 6）

本田　圭 1）、松崎律子 2）、松本奈緒子 2）、鹿島しのぶ 3）、小島直子 3）、丸山莉奈 3）、中山夕希 3）、見砂知子 4）、山崎貴子 4）、前　幸穂 5）、
村田未来 5）、大野健次 6）

一般演題（口演）38　サルコペニア・フレイル	1	 第13会場	 2月27日（木）	 16:20～17:20
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）

O-38-1� �胃癌症例における食事摂取及び離床状況からみたフレイルの検討
大阪市立大学医学部附属病院　看護部 1）、大阪市立大学医学部附属病院　消化器外科 2）、大阪市立大学医学部附属病院　肝胆膵外科 3）

龍　　薫 1）、梅園智子 1）、田村達郎 2）、井関康仁 2）、天野良亮 3）、堀　栄里 1）、城本佳子 1）、永原　央 2）、田中浩明 2）、大平雅一 2）

O-38-2� �当院胃癌術後に発生したサルコペニアの特徴について
国家公務員共済組合連合会呉共済病院　NST 1）、国家公務員共済組合連合会呉共済病院　看護部 2）、
国家公務員共済組合連合会呉共済病院　外科 3）、国家公務員共済組合連合会呉共済病院　歯科 4）

貞森　愛 1,2）、安部宏美 1）、高辻敏子 1,2）、伊藤理香 1,2）、田中りかえ 1）、平川英治 1）、冨本麻美 1,4）、坂部龍太郎 3）、東森秀年 1,4）、田原　浩 1,3）



99JSPEN2020　－第35回学術集会プログラム集－

O-38-3� �胃癌及び大腸癌患者における術前握力測定の意義とその相違点
兵庫県立加古川医療センター　外科 1）、兵庫県立加古川医療センター　看護部 2）、兵庫県立加古川医療センター　栄養管理部 3）、
兵庫県立加古川医療センター　薬剤部 4）

衣笠章一 1）、遠藤修史 3）、後藤菜保子 3）、鹿島彩絵 4）、仲上直子 2）、田口裕子 2）

O-38-4� �膵頭十二指腸切除術後合併症におけるESWGOPの定義によるサルコペニアの影響と感染性合併症の予測式の検討
千葉大学大学院医学研究院　臓器制御外科学
青木　優、古川勝規、鈴木大亮、文　陽起、吉富秀幸、高屋敷吏、久保木知、高野重紹、酒井　望、賀川真吾、三島　敬、中台英里、
大塚将之

O-38-5� �膵頭十二指腸切除術後の感染性合併症に与える体組成のcut�off値とブートストラップ法を用いた検証
千葉大学大学院　医学研究院　臓器制御外科学
文　陽起、古川勝規、鈴木大亮、青木　優、吉富秀幸、高屋敷吏、久保木知、高野重紹、酒井　望、賀川真吾、三島　敬、中台英里、
大塚将之

O-38-6� �進行胆嚢癌切除例における骨格筋と内臓脂肪が予後に与える影響
静岡県立静岡がんセンター　肝胆膵外科
蘆田　良、杉浦禎一、岡村行泰、伊藤貴明、山本有祐、大木克久、手塚康二、上坂克彦

O-38-7� �大腸癌手術患者における残存歯数の臨床学的意義
東京女子医科大学東医療センター　外科 1）、東京女子医科大学東医療センター　臨床栄養部 2）、
東京女子医科大学東医療センター　歯科口腔外科 3）、東京女子医科大学東医療センター　検査科 4）

佐川まさの 1）、横溝　肇 1）、岡山幸代 1）、山田泰史 1）、矢野有紀 1）、浅香晋一 1）、碓井健文 1）、吉松和彦 1）、島川　武 1）、大東誠司 1）、
勝部隆男 1）、鶴飼智恵子 2）、小野沢基太郎 3）、加藤博之 4）、塩澤俊一 1）

一般演題（口演）39　サルコペニア・フレイル	2	 第13会場	 2月27日（木）	 17:20～18:20
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）

O-39-1� �高齢周術期患者における入院時栄養状態とフレイルの関係性
杏林大学医学部付属病院　リハビリテーション室 1）、たにあい内科医院 2）、杏林大学医学部付属病院　総合医療学教室・高齢医学教室 3）、
杏林大学医学部付属病院　手術部 4）、杏林大学医学部付属病院　麻酔科学教室 5）、杏林大学医学部付属病院　消化器・一般外科学教室 6）、
杏林大学医学部付属病院　呼吸器・甲状腺外科学教室 7）、杏林大学医学部付属病院　リハビリテーション医学教室 8）

村田裕康 1）、谷合誠一 2）、長谷川浩 3）、櫻井俊光 1）、佐藤敦子 1）、飛田和基 1）、坂本勇斗 1）、扇山美徳 4）、小嶋幸一郎 6）、吉田　勤 7）、
森山久美 5）、阿部展次 6）、近藤晴彦 7）、岡島康友 8）、萬　知子 5）

O-39-2� �入院中の骨格筋量の増加はサルコペニア脳卒中患者の良好な機能的予後と関連する
熊本リハビリテーション病院　リハビリテーション部 1）、熊本リハビリテーション病院　リハビリテーション科 2）、
熊本リハビリテーション病院　栄養管理科 3）、熊本リハビリテーション病院　歯科診療室 4）、熊本リハビリテーション病院　看護部 5）

長野文彦 3）、吉村芳弘 2）、嶋津さゆり 3）、白石　愛 4）、備瀬隆広 1）、濵田雄仁 1）、木戸善文 1）、葛原碧海 1）、上野いずみ 3）、工藤　舞 3）、
砂原貴子 5）

O-39-3� �大腿骨近位部骨折高齢者におけるサルコペニアの摂食嚥下障害の有病率
社会医療法人甲友会　西宮協立脳神経外科病院　看護部 1）、社会医療法人甲友会　西宮協立脳神経外科病院　栄養科 2）、
社会医療法人甲友会　西宮協立脳神経外科病院　脳神経外科 3）、社会医療法人甲友会　西宮協立脳神経外科病院　リハビリテーション科 4）

永野彩乃 1）、潮崎香織 1）、花岡麻里子 2）、山田佳孝 3）、藤川成弥 4）、山仲　舞 2）、若月未来 2）

O-39-4� �サルコペニア代表的疾患である高齢大腿骨頚部骨折と転子部骨折における栄養学的,骨形態学的指標の比較検討
野上厚生総合病院　整形外科 1）、野上厚生総合病院　栄養科 2）、野上厚生総合病院　薬剤部 3）

松本卓二 1）、木村友香子 2）、野崎好美 3）

O-39-5� �フレイルと栄養状態は人工膝関節全置換術施行患者における6カ月後の身体機能およびQOL予後に関係するか
一財）総合南東北病院　リハビリテーション科 1）、一財）総合南東北病院　口腔外科 2）、一財）総合南東北病院　外科 3）

折内英則 1）、森　隆志 2）、鈴木大輔 1）、木村健太 1）、鈴木伸康 3）

O-39-6� �血液透析患者においてフェーズアングルは、protein�energy�wasting�およびフレイルの予測因子である
榊原記念病院　リハビリテーション科 1）、東葉クリニック八街 2）、榊原記念病院　循環器内科 3）、医療法人社団　明生会 4）

齊藤正和 1）、小川真澄 2）、近藤久恵 2）、須賀喜一 2）、伊東春樹 3）、田畑陽一郎 4）

O-39-7� �血液透析患者における嚥下機能の変化と訓練の効果
医療法人　永仁会　永仁会病院
中鉢有希子、松永智仁
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一般演題（口演）40　NST	3	 第5会場	 2月28日（金）	 8:30～9:30
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）

O-40-1� �当院NST患者における社会的要因が低栄養に及ぼす影響
愛生会山科病院　NST
松本史織、長本有加、山本佳奈子、仁田美由希、樋口眞宏、山田圭子、福田拓也、荒金英樹

O-40-2� �地域包括ケア病棟におけるNST活動と栄養評価について
原町赤十字病院
関　美玖、井上優子、中島早稀、宮崎友美、内田信之

O-40-3� �胃癌術後患者における退院後の身体機能変化について
AMG上尾中央総合病院
福田達郎、甘利貴志、蛭川知紗、蒔田幸穂、寺田　師、大村健二、徳永恵子

O-40-4� �SGA評価に点数化を組み合わせたシートの効果
堺市立総合医療センター　NST
村上夏代、舟橋康弘、鈴田　薫、木本智代、郷間　巌、間狩洋一、階堂三砂子、馬場千歳、齊藤孝子

O-40-5� �当院NSTにおける栄養評価基準の検討�-GLIMと当院モニタリング指標MUST&エネルギー摂取量との適合性-
神奈川県立がんセンター　栄養管理科 1）、消化器外科 2）、薬剤科 3）、看護局 4）、検査科 5）、リハビリテーション科 6）、口腔外科 7）、NST 8）

田中明美 1,8）、尾形高士 2,8）、伊藤洋平 1,8）、平山麻実子 1,8）、新本小百合 3,8）、大川貴子 3,8）、原田知彦 3,8）、廣瀬望美 4,8）、谷口真紀 4,8）、
神山明信 4,8）、石原雅美 4,8）、林　麗奈 5,8）、須藤奈津子 6,8）、光永幸代 7,8）、藤井理恵薫 1,8）

O-40-6� �CONUT�score及びmodified�GPSを用いた地域包括ケア病棟入院患者の予後予測
公立宇出津総合病院、内科 1）、公立宇出津総合病院、外科 2）

村　宏樹 1）、塩谷昌大 1）、舟木　洋 2）

O-40-7� �当院における身体計測の現状
浜松労災病院　栄養管理部 1）、薬剤科 2）、消化器外科 3）

丸井志織 1）、原田雅子 1）、丸岡浩太 2）、井上立嵩 3）

一般演題（口演）41　NST	4	 第5会場	 2月28日（金）	 9:35～10:35
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）

O-41-1� �大学病院における、NST回診の依頼科ごとの特徴に関しての検討
埼玉医科大学病院　総合診療内科 1）、栄養部 2）、薬剤部 3）、看護部 4）、消化器・一般外科 5）、内分泌糖尿病内科 6）、小児外科 7）

芦谷啓吾 1）、小山智代 2）、須田幸子 2）、加藤睦美 2）、大谷清香 2）、矢島雄介 3）、鈴木美佐子 4）、伏島雄輔 5）、島田　朗 6）、尾花和子 7）

O-41-2� �専従要件緩和に伴うＮＳＴへの影響および管理栄養士の活動状況の変化と今後の課題
江南厚生病院栄養サポートチーム
重村隼人、横井優子、前田健晴、高木菜月、有吉　陽

O-41-3� �アクションカードを利用したNST業務への応用
NHO　三重中央医療センター　薬剤部 1）、NHO　三重中央医療センター　栄養管理室 2）、NHO　三重中央医療センター　外科 3）

山本高範 1）、前田篤史 2）、青木まりあ 1）、松田明敏 3）

O-41-4� �当院におけるNST介入効果の検討
済生会新潟病院　栄養科 1）、済生会新潟病院　外科 2）、済生会新潟病院　看護部 3）、済生会新潟病院　薬剤部 4）、済生会新潟病院　NST 5）

杉山かえで 1,5）、小川　洋 2,5）、津野菜津美 1,5）、佐野和美 3,5）、鈴木光幸 4,5）、須佐　充 4,5）、青山優人 4,5）、酒井靖夫 2,5）

O-41-5� �当院NST介入効果の検討と今後の課題
医療法人　沖縄徳洲会　南部徳洲会病院　栄養管理室 1）、リハビリテーション科 2）

赤嶺涼佳 1）、大城美耶 1）、波平由佳 1）、滝吉優子 2）

O-41-6� �院内NST活動と地域連携へ向けた取り組みの報告
八雲総合病院　栄養管理室 1）、八雲総合病院　外科 2）、八雲総合病院　薬局 3）

西澤一歩 1）、佐藤奈緒美 1）、三浦　巧 2）、菅原貞吉 3）

O-41-7� �5年ごとに実施した医療従事者への大規模NSTアンケート結果から今後のNST活動を考える
札幌医科大学附属病院　栄養管理センター 1）、札幌医科大学附属病院　NST 2）

荒川朋子 1）、巽　博臣 2）、白石沙耶可 1）、茅原悦子 1）、仲　詩織 1）、久富亮佑 1）、髙瀬　彩 1）、竹内祐子 1）、川村明子 2）、藤井由美子 2）、
山田　暁 2）、水野愛理 2）、大原雄希 2）、信岡隆幸 2）
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一般演題（口演）42　NST	5	 第5会場	 2月28日（金）	 10:40～11:40
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）

O-42-1� �当院NSTにおける診療科別介入状況の検討
地方独立行政法人　山形県・酒田市病院機構　日本海総合病院　栄養管理室 1）、
地方独立行政法人　山形県・酒田市病院機構　日本海総合病院　外科 2）

髙橋智美 1）、藤川悠子 1）、橋爪英二 2）

O-42-2� �当院NSTにおける栄養状態判定に影響する素因の検証
埼玉医科大学国際医療センター　NST/ 栄養部 1）、埼玉医科大学国際医療センター　消化器外科 2）、 
埼玉医科大学国際医療センター　集中治療科 3）、埼玉医科大学国際医療センター　中央検査部 4）、
埼玉医科大学国際医療センター　脳卒中外科 5）、埼玉医科大学国際医療センター　リハビリテーションセンター 6）、
埼玉医科大学国際医療センター　看護部 7）

森ひろみ 1）、永田早紀 1）、上村　聡 7）、佐藤雅子 4）、高木敏之 6）、間野政行 6）、鈴木海馬 5）、古田島太 3）、佐藤　弘 2）、小山　勇 2）

O-42-3� �当院のNST活動の結果と今後の課題
AOI 名古屋病院　栄養科 1）、AOI 名古屋病院　看護部 2）、AOI 名古屋病院　薬剤部 3）、AOI 名古屋病院　リハビリテーション科 4）、
AOI 名古屋病院　歯科衛生士 5）、五味歯科医院 6）、AOI 名古屋病院　内科 7）

音川里美 1）、白井芽久美 1）、濵田秀美 2）、小出　薫 2）、伊藤治子 3）、杉山麻子 4）、中邨　愛 5）、五味明良 6）、長谷川潤 7）

O-42-4� �多職種協働で行ったNST治療実施計画書改訂の取り組み
ＩＭＳグループ　横浜新都市脳神経外科病院　栄養科 1）、ＩＭＳグループ　横浜新都市脳神経外科病院　医局 2）、
ＩＭＳグループ　横浜新都市脳神経外科病院　薬剤部 3）、ＩＭＳグループ　横浜新都市脳神経外科病院　看護部 4）

青山愛果 1）、岩﨑充宏 2）、後藤卓哉 3）、加治沙弥香 4）

O-42-5� �朝食時におけるNST回診の効果の検証
医療法人輝山会記念病院栄養サポートチーム管理栄養士 1）、看護師 2）、薬剤師 3）、臨床検査技師 4）、言語聴覚士 5）、理学療法士 6）、医師 7）

梶野麻里子 1）、山口逸子 2）、新井美和子 2）、中島秀治 2）、山崎祐樹 3）、元島明日香 4）、下井隼人 5）、金子大地 6）、中村　愛 1）、下原彩香 1）、
下平隆寛 7）

O-42-6� �NST回診及び認知症ケア回診共通対象患者の栄養管理の特徴
横浜南共済病院健康管理センター 1）、横浜南共済病院看護部 2）、横浜南共済病院栄養科 3）、横浜南共済病院薬剤科 4）

岡田雅仁 1）、小野美穂 2）、井上　温 3）、伊藤豊高 3）、岩崎正宏 4）、佐藤　剛 4）、島根優子 3）、三浦広美 2）

O-42-7� �NST介入終了後も途切れない栄養サポートを目指して～当院NST活動の現状と課題～
独立行政法人国立病院機構　佐賀病院　栄養管理室 1）、独立行政法人国立病院機構　佐賀病院　内科 2）、
独立行政法人国立病院機構　佐賀病院　外科 3）

中川亜季 1）、松下めぐみ 1）、江島英理 2）、円城寺昭人 3）

一般演題（口演）43　NST	6	 第5会場	 2月28日（金）	 14:30～15:30
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）

O-43-1� �GNRIと主観的評価を組み合わせた栄養評価法によるNST抽出の妥当性について
東邦大学医療センター大森病院　栄養治療センター 1）、東邦大学医療センター大森病院　栄養部 2）

平澤数馬 1,2）、鷲澤尚宏 1,2）、古田　雅 1,2）、鈴木　敦 1）、内島知香 1）、山下千知 1）、下田正人 1,2）

O-43-2� �身体合併精神科病棟におけるNST介入の効果について
前橋赤十字病院NST
高井利奈、小倉美佳、松本知沙、春原ひと美、棚橋由佳、阿部克幸、荒川和久

O-43-3� �重症熱傷症例においてトランスサイレチンの経時変化が栄養管理に有用であった1例
千葉県救急医療センターNST
清宮朋子、相川光広、鈴木友紀子、堀川真弓、西脇瑞紀、岸　枝里、若林武史、山崎祐子、佐々木良枝

O-43-4� �超高齢社会を背景にした当院NSTの変革～専従から専任へ～
国家公務員共済組合連合会　新別府病院 1）、栄養管理室 2）、外科 3）、内分泌代謝内科 4）

末吉安奈 1,2）、菊池暢之 1,3）、田島正晃 1,3）、田中克宏 1,4）、田崎亮子 1,2）、阿部美紀 1,2）、髙野志保 1,2）

O-43-5� �当院の食道癌集学的チーム医療におけるNSTの役割
徳島大学大学院　胸部・内分泌・腫瘍外科 1）、疾患治療栄養学 2）

井上聖也 2）、吉田卓弘 1）、西野豪志 1）、溝渕　海 1）、竹原恵美 1）、笹聡一郎 1）、青山万理子 1）、森本雅美 1）、武知浩和 1）、丹黒　章 1）、
樫地彩実 2）、筑後桃子 2）、濱田康弘 2）

O-43-6� �経口摂取量増加に向けた取り組み～厨房や言語聴覚士と連携した『カード対応』の運用～
亀田総合病院　医療技術部　栄養管理室 1）、亀田総合病院　リハビリテーション科 2）

上田祐菜 1）、宮越浩一 2）
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O-43-7� �看取りからの方針転換により退院した脳卒中症例の検討　～方針転換に至る背景とその考察～
地方独立行政法人山形県・酒田市病院機構　日本海酒田リハビリテーション病院NST 1）、
地方独立行政法人山形県・酒田市病院機構　日本海総合病院NST 2）

小林大樹 1）、伊勢和美 1）、阿部桂子 1）、佐藤美和子 1）、伊東真一 1）、伊東郁子 1）、橋爪英二 2）

一般演題（口演）44　NSTにおける各職種の役割	1	 第5会場	 2月28日（金）	 15:35～16:35
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）

O-44-1� �チーム医療におけるチーム間の連携
公益財団法人田附興風会医学研究所北野病院　リハビリテーション科 1）、公益財団法人田附興風会医学研究所北野病院　外科 2）、
公益財団法人田附興風会医学研究所北野病院　栄養部 3）、公益財団法人田附興風会医学研究所北野病院　臨床検査部 4）

大洞佳代子 1）、猪崎　愛 1）、松岡　森 1）、山田信子 3）、内田洋一朗 2）、山崎みどり 4）

O-44-2� �当院におけるＮＳＴ専任看護師のチーム活動と課題
愛知県農業協同組合連合会海南病院　看護部 1）、愛知県農業協同組合連合会海南病院　栄養科 2）、
愛知県農業協同組合連合会海南病院　糖尿病・内分泌内科 3）

丹羽みゆき 1）、野崎裕美子 1）、佐治淳也 1）、水谷展子 1）、松川沙織 1）、佐藤充香 1）、陳　真規 2）、山守越子 3）

O-44-3� �病棟看護師の口腔ケア知識の向上をはかる　―口腔ケアチェックリストを作成し知識・手順の統一を図るー
市立四日市病院　看護部
東條玲子

O-44-4� �NST活動の活性化のために–リンクナースへの栄養教育–
埼玉医科大学総合医療センター　看護部 1）、栄養サポートチーム 2）、消化管・一般外科 3）、薬剤部 4）、肝胆膵外科 5）

齋藤恵子 1）、幡野　悟 3）、大室美紀 2）、大野悟史 4）、小高明雄 5）

O-44-5� �NSTにおける臨床検査技師の取り組みについて
滋賀医科大学医学部附属病院検査部 1）、滋賀医科大学医学部附属病院栄養治療部 2）

和田あゆみ 1）、湯本浩史 1）、山下朋子 1）、藤村博和 1）、辰巳翔基 1）、篠原絵里 1）、馬場重樹 2）、佐々木雅也 2）

O-44-6� �当院NSTにおける定期検査の適正化を目指して
公益財団法人ときわ会常磐病院臨床検査課 1）、公益財団法人ときわ会常磐病院外科 2）、公益財団法人ときわ会常磐病院看護部 3）、
公益財団法人ときわ会常磐病院栄養課 4）、公益財団法人ときわ会常磐病院薬剤部 5）、公益財団法人ときわ会常磐病院言語聴覚療法課 6）

吉田ちひろ 1）、神崎憲雄 2）、稲沼千春 3）、根本美保 3）、中野顕子 4）、日置清子 4）、鈴木悠里 5）、岩本陽花 5）、小松紋美 6）、佐藤みづき 6）

O-44-7� �NSTにおける薬剤師の役割～末梢血幹細胞移植を行った多発性骨髄腫の症例を通して～
島根大学医学部附属病院　栄養サポートチーム
遠藤進一、尾村賢司、中村健志、陰山美保子、井上美香、久保田明子、矢田里沙子、金山友紀、佐藤恵美、和田里美、飛田博史、板倉正幸、
矢野彰三

一般演題（口演）45　NSTにおける各職種の役割	2	 第5会場	 2月28日（金）	 16:40～17:40
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）

O-45-1� �NST活動における各職種の役割－自・他の視点から重要視するもの－
国家公務員共済組合連合会　北陸病院NST
武藤綾子、新出正恵、高橋ひとみ、地野幹子、増永高晴

O-45-2� �介護スタッフとブリストルスケールを共有した療養病棟NSTにおける取り組みの可能性
医療法人扶恵会　釧路中央病院　薬剤科
福田健吾

O-45-3� �当院での摂食機能療法算定の取り組みについて
箕面市立病院　チーム医療推進部・NST担当 1）、箕面市立病院　栄養部 2）、箕面市立病院　看護局 3）、箕面市立病院　循環器内科 4）、
箕面市立病院　薬剤部 5）、箕面市立病院　糖尿病・内分泌代謝内科 6）

浅野なつ美 1,2）、篠木敬二 1,2）、畑亜希子 1,2）、小島敦子 1,2）、見戸佐織 1,3）、飯田由貴代 1,3）、平田　歩 1,6）、小西永里子 1,4）、仲下千佐子 1,5）、
田路さやか 1,5）、井端　剛 1,6）

O-45-4� �摂食・嚥下チームによる嚥下回診の取り組み～管理栄養士のかかわり～
社会医療法人　黎明会　宇城総合病院　栄養管理科
宮村葉月、小野絵里奈、野村千津子

O-45-5� �嚥下造影検査時における術者被ばく低減への試み
公立置賜総合病院　放射線部 1）、公立置賜総合病院　栄養管理室 2）、公立置賜総合病院　リハビリテーション科 3）、
公立置賜総合病院　外科 4）

竹田亜由美 1）、大巻良子 2）、中嶋友紀 3）、水谷雅臣 4）
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O-45-6� �GLIMcriteriaを用いてリハビリテーション介入患者に初期評価を行った結果
北杜市立　甲陽病院　リハビリテーション科 1）、栄養科 2）、薬剤科 3）、看護部 4）、消化器外科 5）、総合診療科 6）

内藤　薫 1）、白澤佑次 1）、小林　光 1）、伊藤英明 1）、浅川浩樹 3）、堀込かずみ 2）、浅川弘美 4）、中瀬　一 5）、飯塚秀彦 6）

O-45-7� �NSTが介入した非外科的治療中のリハビリ実施がん患者は，長期入院でもADLが維持される可能性がある
札幌医科大学附属病院リハビリテーション部 1）、札幌医科大学医学部集中治療医学 2）、
札幌医科大学附属病院栄養管理センター 3）、札幌医科大学附属病院看護部 4）、札幌医科大学附属病院検査部 5）、
札幌医科大学附属病院歯科口腔外科 6）、札幌医科大学医学部消化器・総合，乳腺・内分泌外科 7）

清藤恭貴 1）、巽　博臣 2,7）、黒川　翔 1）、仲　詩織 3）、石森友花子 4）、山田　暁 5）、水野愛理 6）、荒川朋子 3）、信岡隆幸 7）

一般演題（口演）46　がん患者の栄養評価	1	 第7会場	 2月28日（金）	 8:30～9:30
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）

O-46-1� �3D-CTとBIA法を用いた口腔がん治療開始前のSarcopenia評価法についての検討
大阪大学大学院歯学研究科　口腔外科学第一教室
阪本勝也、川村晃平、平岡慎一郎

O-46-2� �頭頸部癌再建手術症例における重大合併症予測因子としての栄養指標
新潟大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科
正道隆介、高橋剛史、太田久幸、植木雄志、山崎恵介、堀井　新

O-46-3� �食道癌患者における術後の栄養状態変化についての検討
大分大学医学部附属病院　臨床栄養管理室 1）、大分大学　医学部　消化器・小児外科学講座 2）

首藤麻美 1）、田邉美保子 1）、利根哲子 1）、廣田優子 1）、平野　薫 1）、足立和代 1）、柴田智隆 2）

O-46-4� �当院における術前栄養状態の現状と栄養介入の検討
埼玉県立がんセンター　NST 1）、埼玉県総合リハビリテーションセンター　栄養科 2）

森實亜貴子 1）、前川哲雄 1）、杉木夏苗 1）、橋本裕子 1）、星田知子 1）、鶴谷朋子 1）、岡崎智美 1）、荒島麻実 1）、福田　俊 1）、川島吉之 1）、
横田治重 1）、坂本裕彦 1）、武井牧子 2）

O-46-5� �PEGSASによる胃癌術後障害と採血データによる栄養状態評価に基づいた栄養指導の試み
兵庫県立加古川医療センター　栄養管理部 1）、兵庫県立加古川医療センター　薬剤部 2）、兵庫県立加古川医療センター　看護部 3）、
兵庫県立加古川医療センター　外科 4）

遠藤修史 1）、後藤菜保子 1）、鹿島彩絵 2）、仲上直子 3）、田口裕子 3）、衣笠章一 4）

O-46-6� �80歳以上StageⅠ胃癌切除症例の予後因子の検討
君津中央病院　外科 1）、君津中央病院　NST 2）

柳澤真司 1,2）、片岡雅章 1）、西村真樹 1）、小林壮一 1）、岡庭　輝 1）、芦澤陽介 1）、岡　義人 1）、大矢美安子 1）、中西彬人 1）、大木健史 2）、
目黒美和子 2）、海保　隆 1）

O-46-7� �胃癌術後呼吸器合併症における嚥下内視鏡検査と嚥下造影検査等の検討
大阪急性期・総合医療センター歯科口腔外科 1）、大阪急性期・総合医療センター消化器外科 2）、大阪急性期・総合医療センター栄養管理室 3）

矢田光絵 1）、石原　修 1）、森本　都 3）、笠井香織 3）、隈元理香 3）、西野芙季 3）、中尾美由加 3）、山根泰子 3）、本居正明 2）、藤谷和正 2）、
岩瀬和裕 2）

一般演題（口演）47　がん患者の栄養評価	2	 第7会場	 2月28日（金）	 9:35～10:35
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）

O-47-1� �大腸癌手術における術前コリンエステラーゼ値の有用性について
福井大学医学部附属病院　がん診療推進センター 1）、福井大学　医学部　第一外科 2）、福井大学医学部附属病院　NST 3）

廣野靖夫 1,3）、片山寛次 1,3）、吉田　祐 2）、成瀬貴之 2）、呉林秀崇 2）、玉木雅人 2）、森川充洋 2）、小練研司 2）、村上　真 2）、前田浩幸 2）、
斎木明子 3）、早瀬美香 3）、橋本儀一 3）、北山富士子 3）、五井孝憲 2）

O-47-2� �術前大腸がん患者の栄養指標と身体的特徴の関係
大阪警察病院リハビリテーション技術科 1）、大阪警察病院ER・救命救急科 2）、大阪警察病院看護部 3）、大阪警察病院栄養管理課 4）、
大阪警察病院一般外科 5）

田中孝平 1）、山田知輝 2）、渡辺麻理恵 3）、西尾勢津子 4）、岸健太郎 5）

O-47-3� �小野寺の予後栄養指数はstage�IIa結腸癌症例の予後予測因子となる
東京医科大学茨城医療センター　消化器外科 1）、日立総合病院　外科 2）、日立総合病院　消化器内科 3）

丸山常彦 1）、下田　貢 1）、西田清孝 1）、島崎二郎 1）、酒向晃弘 2）、上田和光 2）、鴨志田敏郎 3）、鈴木修司 1）

O-47-4� �十二指腸乳頭部癌手術例の予後予測における栄養・炎症関連指標の有用性
静岡県立静岡がんセンター
清水雄嗣、蘆田　良、杉浦禎一、伊藤貴明、岡村行泰、山本有祐、大木克久、手塚康二、上坂克彦
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O-47-5� �膵癌におけるprognostic�nutritional�indexと臨床病理学的因子との関連
北海道消化器科病院　外科
上野　峰、森田高行、藤田美芳、田本英司、福島正之、芦立嘉智、蔦保暁生

O-47-6� �がん専門病院における同種造血管細胞移植前患者のGLIM�criteriaを用いた栄養状態の検討
神奈川県立がんセンター　栄養管理科 1）、神奈川県立がんセンター　歯科口腔外科 2）、神奈川県立がんセンター　消化器外科 3）

伊藤洋平 1）、秋山紘槻 1）、田中明美 1）、村松美穂 1）、平山麻実子 1）、藤井理恵薫 1）、光永幸代 2）、尾形高士 3）

O-47-7� �初発悪性リンパ腫患者における化学療法前の血清亜鉛濃度に寄与する因子の探索
藤田医科大学病院薬剤部 1）、藤田医科大学医学部血液内科学 2）、藤田医科大学医学部臨床薬剤科 3）

伊藤佳織 1,2）、小木曽杏奈 1,3）、守作美咲 1,3）、今井美沙 1,3）、全並美穂 1,3）、森　舞子 1,2）、徳田倍将 2）、冨田章裕 2）、山田成樹 1,3）

一般演題（口演）48　がん患者の栄養評価	3	 第7会場	 2月28日（金）	 10:40～11:40
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）

O-48-1� �消化器癌患者における術前栄養評価としてのESPEN提唱栄養不良診断法の臨床的有用性
徳島大学大学院　医歯薬学研究部　疾患治療栄養学分野 1）、徳島大学病院　栄養部 2）、徳島大学病院　消化器移植外科 3）

青谷望美 1,2）、山田苑子 1,2）、加木屋菜津美 1,2）、谷村真優 1）、鈴木佳子 2）、柏原秀也 2,3）、齋藤　裕 3）、島田光生 3）、濱田康弘 1,2）

O-48-2� �栄養評価値の視点からみた血栓塞栓症発症の担がん患者背景調査
社会医療法人財団慈泉会相澤病院化学療法科 1）、社会医療法人財団慈泉会相澤病院薬剤センター 2）

中村久美 1）、中村将人 1）、三浦篤史 2）

O-48-3� �入院時栄養スクリーニングの検討�第３報
大阪警察病院　看護部 1）、大阪警察病院　医務部　一般外科 2）、大阪警察病院　医務部　ER・救急救命科 3）、
大阪警察病院　医療技術部　栄養管理科 4）、大阪警察病院　医療技術部　リハビリテーション技術科 5）

渡辺麻理恵 1）、田中孝平 5）、向井章子 1）、山中孝子 1）、西尾勢津子 4）、山田知輝 3）、岸健太郎 2）

O-48-4� �頸椎周囲筋断面積を用いた新たな骨格筋量の指標に関する検討
公益財団法人　がん研究会有明病院　栄養管理部 1）、公益財団法人　がん研究会有明病院　消化器センター 2）、
公益財団法人　がん研究会有明病院　頭頸科 3）、公益財団法人　がん研究会有明病院　整形外科 4）

川名加織 1）、井田　智 1,2）、佐々木徹 3）、齊藤正徳 4）、岡野亜子 1）、榎田滋穂 1）、山口　彩 1）、松下亜由子 1）、伊丹優貴子 1）、中屋恵梨香 1）、
高木久美 1）、伊沢由紀子 1）、松尾宏美 1）、熊谷厚志 1,2）

O-48-5� �癌化学療法に伴うカルニチン低下は筋肉量低下と相関
国家公務員共済組合連合会東海病院外科
山本竜義、山本英夫、青山吉位、水谷文俊

O-48-6� �胃癌、大腸癌、膵臓癌の初回入院時における栄養状態、悪液質、サルコペニアとステージ間についての検討
札幌南徳洲会病院緩和ケア内科 1）、北海道医療センターNST 2）

武藤修一 1）、名越康晴 1）、加藤久昌 1）、山口文信 1）、田村佳久 1）、四十坊克也 1）、前野　宏 1）、吉住幸恵 2）、前川千紘 2）、村田明子 2）

O-48-7� �がん患者の予後予測にCPS（Cancer�Prognosis�Score）の提案（第2報）
出水総合医療センター　外科 1）、出水総合医療センター　薬剤科 2）、出水総合医療センター　検査科 3）

花田法久 1）、冨山成章 2）、田實裕介 2）、春田里美 3）、大熊利忠 1）

一般演題（口演）49　緩和ケアと栄養療法	 第8会場	 2月28日（金）	 15:35～16:35
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）

O-49-1� �大腸癌終末期におけるcf�DNA量の変化
日本医科大学　消化器外科
栗山　翔、山田岳史、松田明久、小泉岐博、進士誠一、太田　竜、高橋吾郎、堀田正啓、原　敬介、武田幸樹、上田康二、吉田　寛

O-49-2� �終末期がん患者に対する栄養介入が経口摂取に及ぼす影響の検討
岐阜赤十字病院　医療技術部栄養課
右近佑美、山本希美重、山本香織

O-49-3� �緩和ケアチームにおける栄養管理
埼玉メディカルセンター　栄養管理室 1）、消化器内科 2）、薬剤部 3）

細田　梢 1）、金子文彦 2）、澤田由紀 1）、松本怜子 1）、井上智陽 3）

O-49-4� �がん専門病院における管理栄養士の緩和ケアチーム参加について
公益財団法人がん研究会有明病院　栄養管理部 1）、公益財団法人がん研究会有明病院　消化器外科 2）、
公益財団法人がん研究会有明病院　緩和治療科 3）

松下亜由子 1）、熊谷厚志 1,2）、井田　智 1,2）、松尾宏美 1）、中濵孝志 1）、伊沢由紀子 1）、川名加織 1）、高木久美 1）、中屋恵梨香 1）、伊丹優貴子 1）、
山口　彩 1）、榎田滋穂 1）、岡野亜子 1）、川原玲子 3）
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O-49-5� �緩和ケアチームにおける管理栄養士の取り組み
名古屋記念病院　臨床栄養科
梅村聡美、田所史江、村瀬圭子、髙橋真由美

O-49-6� �緩和ケア病棟における栄養障害と栄養管理の実態～緩和ケア病棟開設後の現状～
（公社）石川勤労者医療協会　城北病院　看護部 1）、（公社）石川勤労者医療協会　城北病院　薬剤部 2）、
（公社）石川勤労者医療協会　城北病院　栄養部 3）、（公社）石川勤労者医療協会　城北病院　検査部 4）、
（公社）石川勤労者医療協会　城北病院　リハビリテーション部 5）、（公社）石川勤労者医療協会　城北病院　内科 6）

中山夕希 1）、本田　圭 2）、鹿島しのぶ 1）、小島直子 1）、丸山莉奈 1）、村中佑嘉 1）、松崎律子 3）、松本奈緒子 3）、見砂知子 4）、山崎貴子 4）、
前　幸穂 5）、村田未来 5）、大野健次 6）

O-49-7� �経口摂取が困難になった高齢患者の栄養経路変更（胃瘻造設）における看護支援の現状と課題
兵庫医科大学ささやま医療センター 1）、兵庫医療大学看護学部 2）

伊勢木祐紀子 1）、山田千春 2）

一般演題（口演）50　ICU・救急患者の栄養管理	1	 第9会場	 2月28日（金）	 8:30～9:30
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）

O-50-1� �当院ICUにおける重症患者の栄養管理の実際と今後の課題
新古賀病院看護部 1）、新古賀病院NST 2）、新古賀病院脳神経外科 3）

平田景子 1）、田中聖美 1）、一ツ松薫 2）、一ツ松勤 3）

O-50-2� �当センター救急ICUにおける急性期栄養療法の現状と課題
愛知医科大学病院高度救命救急センター
苛原隆之、富野敦稔、梶田裕加、森　久剛、寺島嗣明、竹中信義、後長孝佳、丸地佑樹、服部　幸、加藤浩介、久下祐史、津田雅庸、
武山直志

O-50-3� �当院ICUにおける重症患者経腸栄養プロトコル使用の現状と今後の課題
一般財団法人　平成紫川会　小倉記念病院
林　宏樹、隈本伸生、深田文子

O-50-4� �救命救急センターにおいての重症患者に対する「早期経腸栄養プロトコール」導入効果の検討
兵庫県立加古川医療センター栄養管理部 1）、看護部 2）、薬剤部 3）、救急科 4）、外科 5）

後藤菜保子 1）、遠藤修史 1）、的塲加奈 2）、堀田裕紀 2）、石井由美子 2）、土井本和久 3）、小野真義 4）、衣笠章一 5）

O-50-5� �重症頭部外傷患者に対する早期経腸栄養の効果：DPCデータを用いた傾向スコアマッチング研究
東京大学大学院　医学系研究科　臨床疫学・経済学教室
大邉寛幸、康永秀生

O-50-6� �陽圧呼吸管理患者における経腸栄養と予後に関する研究
社会医療法人製鉄記念八幡病院　看護部 1）、社会医療法人製鉄記念八幡病院　集中治療部 2）

林　真理 1）、日高寿江 1）、海塚安郎 2）

O-50-7� �集中病棟患者の下痢に与える要因の検討
社会医療法人　近森会　近森病院　臨床栄養部 1）、院長 2）

鈴木絵梨奈 1）、福間睦美 1）、太田由莉恵 1）、泉　麻衣 1）、田部大樹 1）、宮島　功 1）、近森正幸 2）

一般演題（口演）51　ICU・救急患者の栄養管理	2	 第9会場	 2月28日（金）	 9:35～10:35
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）

O-51-1� �我が国の急性期の栄養管理の実態について
帝京大学　医学部　救急医学講座
神田　潤

O-51-2� �神奈川県内のICUにおける栄養療法に関する多施設横断研究
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 1）、聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院　看護部 2）、
聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院　リハビリテーション部 3）、聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院　薬剤部 4）、
聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院　栄養部 5）、聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院　脳神経外科 6）、北里大学医学部　救命救急医学 7）、
東海大学医学部付属病院　救命救急センター 8）、聖マリアンナ医科大学　救急医学 9）

吉田　稔 1）、吉田　徹 1）、斎藤浩輝 1）、川畑亜加里 2）、松嶋真哉 3）、川端千壽 2）、勝　綾香 4）、森　佑紀 5）、森みさ子 2）、永富彰仁 1）、
小野寺英孝 6）、桝井良裕 1）、片岡祐一 7）、守田誠司 8）、藤谷茂樹 9）

O-51-3� �低BMI患者の投与熱量設定における推定式の有用性に関する研究
横浜市立大学医学部麻酔科学教室 1）、杏林大学医学部麻酔科学教室 2）、横浜労災病院中央集中治療部 3）

吉田　輔 1）、岡野　弘 2）、大和田玄 3）、木村康宏 3）、七尾大観 3）、藤本潤一 3）、西澤英雄 3）
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O-51-4� �長期ICU滞在救急患者における蛋白投与量の現状と身体機能に与える影響
北里大学病院栄養部 1）、北里大学医学部救命救急医学 2）、北里大学病院リハビリテーション部 3）、北里大学医療衛生学部 4）、
北里大学病院看護部 5）、北里大学病院臨床検査部 6）、北里大学病院薬剤部 7）

深沢佐恵子 1）、片岡祐一 2）、守屋里沙 1）、田村　智 2）、遠藤成子 1）、及川あずさ 1）、宮崎道輝 3）、田村智子 4）、堀佐瑛子 5）、太田治世 5）、
小野良太 6）、正木杏奈 6）、大川原裕樹 7）、佐藤照子 1）、浅利　靖 2）

O-51-5� �ICU/HCUにおける静脈栄養・経腸栄養に着眼した病棟薬剤業務の有用性
松波総合病院　薬剤部
長谷川裕矢、重田和也、竹村恵里奈

O-51-6� �ICU�・CCU�・HCU�における循環器疾患の低ADL患者に対する便秘管理
京都桂病院看護部 1）、京都桂病院消化器内科 2）、京都桂病院薬剤部 3）、京都桂病院循環器内科 4）、京都桂病院心臓血管外科 5）

江喜久代 1）、上窪衣里賀 1）、小川梨紗 1）、馬橋美由希 3）、奥川　寛 3）、野崎　歩 3）、中村　茂 4）、森田雅文 5）、畦地英全 2）

O-51-7� �重症患者の抜管と退院時の嚥下障害に関する検討
りんくう総合医療センター　リハビリテーション科 1）、長崎大学病院　高度救命救急センター 2）、大阪市立総合医療センター　救命救急部 3）、
りんくう総合医療センター　栄養管理センター 4）、りんくう総合医療センター　消化器外科 5）

千葉典子 1）、泉野浩生 2）、小野　恵 3）、一柳律子 1）、髙田晃弘 1）、野瀬寛人 1）、宇野妙子 4）、飯干泰彦 4,5）

一般演題（口演）52　小児の栄養管理	 第9会場	 2月28日（金）	 10:40～11:40
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）

O-52-1� �小児TPN患者の処方組成解析
地方独立行政法人福岡市立病院機構福岡市立こども病院　薬剤部 1）、 
地方独立行政法人福岡市立病院機構福岡市立こども病院　アレルギー・呼吸器科 2）、
地方独立行政法人福岡市立病院機構福岡市立こども病院　小児外科 3）

池田隆史 1）、西間大祐 2）、林田　真 3）

O-52-2� �当センター小児患者における脂肪乳剤投与速度の現状調査
大阪母子医療センター　薬局 1）、NST 2）、栄養管理室 3）、検査科 4）、集中治療科 5）、小児外科 6）、消化器・内分泌科 7）

庵森靖弘 1,2）、小森桂子 1,2）、西本裕紀子 2,3）、麻原明美 2,3）、加嶋倫子 2,3）、伊藤真緒 2,3）、豊田利恵子 2,4）、藤田佳世 2,4）、清水義之 2,5）、
曹　英樹 2,6）、惠谷ゆり 2,7）

O-52-3� �オメガベンと経口EPA投与により、肝機能コントロールを行った短腸症の一例
静岡県立こども病院栄養管理室 1）、看護部 2）、薬剤室 3）、小児外科 4）

鈴木恭子 1）、土屋彩菜 1）、中村加奈 1）、小林あゆみ 1）、八木佳子 1）、長田由佳 2）、青山友美 2）、増田純子 2）、岩崎剛士 3）、井原摂子 3）、
関岡明憲 4）、福本弘二 4）

O-52-4� �当院の小児症例における縫合固定不要型PICCカテーテルの検討
日本赤十字社医療センター　外科
五嶋　翼、和田亜美、天野隆皓

O-52-5� �空腸瘻脇からの腸液漏れに対しRoux-en-Y法での空腸瘻造設術が奏功した一例
神奈川県立こども医療センター
都築行広、北河徳彦、新開真人、望月響子、臼井秀仁、藤井俊輔、河北一誠、篠原彰太

O-52-6� �先天性心疾患を合併する18トリソミー児に対する経腸栄養管理の経験
兵庫県立こども病院栄養管理部栄養管理課
鳥井隆志

O-52-7� �手術を受けた重症心身障がい児/者をケアする人々のQOLに関するアンケート調査　～栄養管理は貢献しているか～
久留米大学医学部　外科学講座小児外科部門 1）、久留米大学医学部付属病院　医療安全管理部 2）

深堀　優 1）、石井信二 1）、橋詰直樹 1）、古賀義法 1）、升井大介 1）、東舘成希 1）、坂本早季 1）、倉八朋宏 1）、高城翔太郎 1）、七種伸行 1）、
田中芳明 1,2）、八木　実 1）

一般演題（口演）53　口腔ケア（歯科との連携）1	 第9会場	 2月28日（金）	 14:30～15:30
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）

O-53-1� �周術期の口腔状態と栄養の関係
愛知医科大学　大学院医学研究科　口腔外科学 1）、愛知医科大学病院　歯科口腔外科 2）、愛知医科大学病院　栄養部 3）、
愛知医科大学病院　看護部 4）、愛知医科大学病院　緩和ケアセンター 5）

伊藤邦弘 1,2）、松田真弓 2）、前田佳代 2）、松山怜実 1,2）、山中洋介 1,2）、石田優利亜 3）、濱崎友紀子 4）、前田圭介 5）、森　直治 5）

O-53-2� �当院における周術期口腔機能管理への取り組み
杏林大学医学部　耳鼻咽喉科学教室顎口腔外科
大久保正彦、湯本愛実、池田哲也、齋藤康一郎



107JSPEN2020　－第35回学術集会プログラム集－

O-53-3� �効率的な医科歯科連携を目指して�－周術期等口腔機能管理を中心に－
医療法人渓仁会　手稲渓仁会病院　歯科口腔外科 1）、医療法人渓仁会　手稲渓仁会病院　外科 2）、
医療法人渓仁会　手稲渓仁会病院　栄養部 3）

針谷靖史 1）、沖田美千子 1）、小森美香 1）、中村文隆 2）、佐藤文哉 3）、熊谷真鈴 3）、田中智美 3）

O-53-4� �頭頸部癌術後患者における口腔ケア方法の統一　－デンタルサポートチームとの連携－
滋賀医科大学医学部附属病院　看護部 1）、滋賀医科大学医学部附属病院　栄養治療部 2）、滋賀医科大学医学部附属病院　歯科口腔外科 3）

梅本絵美 1）、植田道子 1）、苗村真由子 3）、上原安奈 1）、村上翔子 3）、河上圭代 1）、臼井陵子 1）、川根伸夫 1）、山本　学 3）、佐々木雅也 2）

O-53-5� �急性期病院におけるＮＳＴ介入患者の栄養状態と口腔環境の関連
東京医科歯科大学医学部附属病院臨床栄養部 1）、東京医科歯科大学大学院地域・福祉口腔機能管理学分野 2）、高齢者歯科学分野 3）、
東京医科歯科大学医学部附属病院看護部 4）、肝胆膵外科 5）、胃外科 6）、腎臓内科 7）、消化器内科 8）、食道外科 9）

清水行栄 1）、古屋純一 2）、鈴木啓之 3）、中川量晴 3）、中山玲奈 2）、杉原華織 1）、大石純子 1）、侭田悦子 4）、瀬戸さやか 4）、赤須雅文 5）、
中川正敏 6）、磯部清志 7）、井津井康浩 8）、斎藤恵子 1）、中島康晃 1,9）

O-53-6� �がん終末期患者における口腔環境の変化-Oral�Health�Assessment�Toolによる比較-
藤田医科大学　医学部　歯科・口腔外科学講座 1）、藤田医科大学病院　看護部 2）、藤田医科大学　医学部　外科・緩和医療学講座 3）

岡本美英子 1）、松尾浩一郎 1）、田村　茂 2）、廣村里美 2）、吉田夢羽 2）、吉田留衣 2）、小林奈緒 2）、山村真已 2）、山下通教 3）、川崎　俊 3）、
大原寛之 3）、村井美代 3）、桂　長門 3）、東口髙志 3）

O-53-7� �結核病棟における口腔内環境と細菌数の比較
独立行政法人国立病院機構西別府病院歯科 1）、独立行政法人国立病院機構西別府病院看護部 2）、
独立行政法人国立病院機構西別府病院脳神経外科 3）、独立行政法人国立病院機構西別府病院神経内科 4）、
独立行政法人国立病院機構西別府病院栄養室 5）、独立行政法人国立病院機構西別府病院外科 6）

原　德美 1）、坂本明菜 2）、財前玲子 2）、佐古田利文 3）、石川知子 4）、島崎里恵 4）、池田かおり 5）、藤原　彰 5）、唐原秀和 6）

一般演題（口演）54　口腔ケア（歯科との連携）2	 第9会場	 2月28日（金）	 15:35～16:35
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）

O-54-1� �寝たきり誤嚥性肺炎患者の口腔内環境の維持・改善～口腔アセスメントツールを使用して～
地方独立行政法人山形県・酒田市病院機構　日本会総合病院
髙橋広江

O-54-2� �新潟県における看護師の口腔アセスメントと口腔ケアの現状と課題
新潟大学大学院　保健学研究科　看護学分野
菊池裕子、小山　諭

O-54-3� �地域包括ケア病床における管理栄養士と歯科衛生士の連携は退院時のアウトカムに影響する
鹿島病院　診療部栄養科
澤　幸子

O-54-4� �入院患者の口腔状態と栄養評価および日常生活動作(ADL)の関連
医療法人財団　健和会　みさと健和病院　検査科 1）、同　内科 2）、同　栄養課 3）、同　看護部 4）、同　薬剤部 5）、
埼玉県立大学　保健医療福祉学部　看護学科 6）

稲葉翔太 1）、小野寺晴子 2）、谷岡　恵 3）、和田里美 4）、久野夏美 4）、山田哲也 5）、山本麻千子 5）、伊勢文香 1）、吉村美紀 1）、宮部明美 6）

O-54-5� �入院患者に対する口腔内スクリーニングを行う意義と課題
岡山西大寺病院　歯科 1）、岡山大学病院　歯周科 2）

園井教裕 1,2）、畑中加珠 1,2）

O-54-6� �当院における口腔ケアの質向上のための取り組みについて
社会医療法人　誠光会　草津総合病院　リハビリテーション部 1）、看護部 2）、歯科・口腔外科 3）

野村ちひろ 1）、小林　聡 1）、石井亜紀子 1）、須崎瑞穂 1）、境佐知子 2）、西村一行 3）

O-54-7� �切れ目のない口腔内環境の管理を目指した当院での取り組み
社会医療法人共愛会　戸畑リハビリテーション病院　リハビリテーション科 1）、社会医療法人共愛会　戸畑リハビリテーション病院　内科 2）、
社会医療法人共愛会　戸畑リハビリテーション病院　看護部 3）、社会医療法人共愛会　戸畑リハビリテーション病院　栄養科 4）、
社会医療法人共愛会　戸畑共立病院　歯科口腔外科 5）

阪本匡子 1）、中村智子 1）、緒方明子 3）、岩山さおり 4）、木村英一 2）、剣持邦彦 2）、古田功彦 5）
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一般演題（口演）55　半固形化栄養・ミキサー食	 第9会場	 2月28日（金）	 16:40～17:40
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）

O-55-1� �PTEGボタンから半固形化栄養剤の注入は可能か？－粘度とシリンジ抵抗力の検討―
神戸市立西神戸医療センター消化器内科 1）、神戸市立西神戸医療センター栄養管理室 2）

原　和也 1）、池田結香 1）、伊藤　凌 1）、太田匠悟 1）、丹家元祥 1）、高田　裕 1）、安達神奈 1）、島田友香里 1）、林　幹人 1）、島村康弘 2）、
井谷智尚 1）

O-55-2� �口腔外科患者における半固形化栄養剤を使用した栄養管理について
豊田厚生病院歯科口腔外科
河合孝真、兼子隆次

O-55-3� �介護用ウルトラ寒天による半固形化栄養剤が人工胃液を取り込む効果について
きらり健康生活協同組合　上松川診療所　歯科口腔外科 1）、健和会病院　リハビリテーション科 2）

原　純一 1）、福村直毅 2）

O-55-4� �胃瘻症例における半固形栄養剤の適応と在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料の算定状況について
済生会松阪総合病院内科 1）、済生会松阪総合病院看護部 2）、済生会松阪総合病院管理栄養課 3）

清水敦哉 1）、福家洋之 1）、伊藤理愛 2）、中井佐奈 2）、松本由紀 3）

O-55-5� �栄養材の形状変化は糖尿病の病態によりその効果を変える�－�糖尿病合併嚥下障害2症例からの考察－
兵庫県立リハビリテーション中央病院　内科 1）、兵庫県立リハビリテーション中央病院　リハビリテーション科 2）、
兵庫県立リハビリテーション中央病院　栄養管理部 3）

高田俊之 1,2）、楠　仁美 1）、三谷加乃代 3）、森下真紀 3）、堤奈津紀 3）、早川みち子 1）

O-55-6� �半固形流動食注入が契機として発症したと考えられる胃内気腫・門脈気腫症の経験
国立病院機構　呉医療センター・中国がんセンター　外科
鈴木崇久、田澤宏文、森内俊行、久保田晴菜、田原俊哉、河毛利顕、佐田春樹、羽田野直人、清水　亘、石山宏平、尾上隆司、首藤　毅、
清水洋祐、田代裕尊

O-55-7� �半固形状流動食の有効性の検討～特に有効であった脳性麻痺の1事例を通して～
公益財団法人ときわ会常磐病院栄養課 1）、公益財団法人ときわ会常磐病院外科 2）、公益財団法人ときわ会常磐病院看護部 3）、
公益財団法人ときわ会常磐病院臨床検査課 4）、公益財団法人ときわ会常磐病院薬剤部 5）、公益財団法人ときわ会常磐病院言語聴覚療法課 6）

中野顕子 1）、神崎憲雄 2）、日置清子 1）、稲沼千春 3）、根本美保 3）、吉田ちひろ 4）、鈴木悠里 5）、岩本陽花 5）、小松紋美 6）、佐藤みづき 6）

一般演題（口演）56　地域連携・在宅栄養	1	 第10会場	 2月28日（金）	 8:30～9:30
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）

O-56-1� �栄養療法ネットワーク・前橋勉強会11年のあゆみ～130回を超える地域NST勉強会をいかに継続してきたか
群馬県立心臓血管センター消化器外科 1）、独立行政法人地域医療機能推進機構群馬中央病院　栄養管理室 2）、
独立行政法人地域医療機能推進機構群馬中央病院　臨床検査部 3）、群馬県済生会前橋病院　看護部 4）、
独立行政法人地域医療機能推進機構群馬中央病院　外科 5）

荻原　博 1）、井野文枝 2）、竹内　麻 3）、木村奈央 2）、品川浩一 2）、吉澤洋子 4）、塚越　淳 2）、内藤　浩 5）

O-56-2� �地域完結型医療体制を目指す中で臨床検査技師ができること
一般財団法人とちぎメディカルセンターしもつが　医療技術部　臨床検査センター 1）、栃木県立がんセンター 2）、獨協医科大学病院 3）、
栃木県立衛生福祉大学校 4）、栃木県立リハビリテーションセンター 5）、 
一般財団法人とちぎメディカルセンターしもつが　医療技術部　リハビリテーションセンター 6）、
一般財団法人とちぎメディカルセンターしもつが　医療技術部　栄養管理センター 7）、
一般財団法人とちぎメディカルセンターしもつが　薬剤部 8）、一般財団法人とちぎメディカルセンターしもつが　診療部　外科 9）

渡辺佳津子 1）、枝明日美 2）、谷中弘一 3）、岡本その子 4）、奥山啓子 4）、荒川正子 5）、髙野洋志 1）、廣井　望 6）、嶋田訓章 6）、寺島章子 7）、
谷黒まゆみ 7）、倉井栄典 8）、北林宏之 9）、小泉　大 9）

O-56-3� �廃用症候群・軽度嚥下障害のある独居の在宅療養患者の在宅栄養において歯科が介入した一例
医療法人社団医輝会　東郷医院
亀井倫子

O-56-4� �言語聴覚士が施設に訪問し、つながる��うれしい、たのしい、おいしい「輪」
社会医療法人関愛会坂ノ市病院リハビリテーション部 1）、社会医療法人関愛会坂ノ市病院栄養課 2）、社会医療法人関愛会坂ノ市病院医局 3）

柴北美由貴 1）、河原明希子 1）、川野剛士 1）、吉田　香 2）、甲斐誠司 3）、管　　聡 3）

O-56-5� �管理栄養士の視点から見た嚥下調整食に関する地域連携の取り組み
医療法人共栄会名手病院　栄養課 1）、医療法人共栄会名手病院　内科 2）

東　純代 1）、池田宜史 2）、丹羽　徹 2）
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O-56-6� �地域における管理栄養士の役割
上都賀総合病院　NST 1）、栃木県県西健康福祉センター 2）

穴山明日香 1）、藤沼優奈 1）、横田綾敦 1）、佐藤美雪 1）、岡本早苗 1）、後藤裕子 1）、小黒智人 1）、中田啓二 1）、齊藤正浩 1）、山本祐也 1）、
松村美穂子 1）、佐野　渉 1）、池内寛子 2）

O-56-7� �地域在住者における口腔機能とフレイルとの関連
山形大学地域教育文化学部地域教育文化学科 1）、新潟県立大学人間生活学部 2）、白鷹町立病院 3）、山形県栄養士会 4）、舟山病院 5）

三原法子 1）、田村朝子 2）、北村真菜 1）、小松　将 1）、後藤祐大 1）、大貫由佳子 3,4）、鬼満圭一 5）

一般演題（口演）57　地域連携・在宅栄養	2	 第10会場	 2月28日（金）	 9:35～10:35
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）

O-57-1� �当院の訪問診療患者におけるCONUT�score栄養評価と入院の関係
佐賀関病院検査科 1）、佐賀関病院NST 2）、佐賀関病院栄養科 3）

小野亮介 1）、姫野信治 2）、甲原芳範 2）、坂本智子 3）、下田成人 3）、北村洋子 1）

O-57-2� �フレイル予防指標作成のための地域在住者の実態調査
山形県歯科衛生士会 1）、山形大学地域教育文化学部 2）、新潟県立大学人間生活学部 3）、山形県歯科医師会 4）

佐藤奈美 1）、三原法子 2）、小野淑子 1）、柴橋八重子 1）、佐藤みどり 1）、小松　将 2）、北村真菜 2）、後藤祐大 2）、田村朝子 3）、大沼智之 4）

O-57-3� �保険薬局を活用した「低栄養・フレイル」スクリーニングモデルの構築（地域一体型NST実現を目指して）
三豊総合病院薬剤部 1）、三豊総合病院ＮＳＴ 2）

篠永　浩 1,2）、遠藤　出 2）、後藤拓朗 2）、守谷正美 2）、大久保伴子 2）、小西ひろ子 2）、高橋朋美 2）、福田　絹 2）、三河麻里 2）、山地瑞穂 2）、
合田佳史 2）、高原紗知子 1,2）、近藤宏樹 1,2）

O-57-4� �地域包括ケア病棟入院患者における栄養状態の現状とADLの関係
社会医療法人　阪南医療福祉センター　阪南中央病院　栄養科 1）、外科 2）

髙田守康 1）、山本加奈子 1）、西山知里 1）、中森陽子 1）、髙塚安紀穂 1）、仲野花菜 1）、遠藤和喜雄 2）

O-57-5� �通所サービス利用者の運動とBCAA併用による筋肉量の変化について
倉敷平成病院
小野詠子、平田沙織、中野聖子

O-57-6� �デイケアにおける栄養スクリーニングと栄養改善サービスの役割～リハビリ栄養の概念を取り入れて～
社会医療法人　甲友会　西宮協立デイケアセンター　ほほえみ・第2ほほえみ　管理栄養士 1）、
社会医療法人　甲友会　西宮協立脳神経外科病院　脳神経外科 2）

犬尾加奈 1）、山田佳孝 2）

O-57-7� �当院の在宅患者における在宅半固形栄養経管栄養法指導料の現状と課題
医療法人つばさ　つばさクリニック
梅木麻由美、中村幸伸

一般演題（口演）58　地域連携・在宅栄養	3	 第10会場	 2月28日（金）	 10:40～11:45
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）

O-58-1� �退院前嚥下カンファレンス後のアンケート調査開始時と3年後の比較
旭労災病院　中央リハビリテーション部 1）、旭労災病院　外科 2）

山本美和 1）、中川陽史 2）

O-58-2� �栄養管理情報提供書によるシームレスな栄養支援を目指して～多施設アンケート調査結果からの検討～
社会医療法人財団新和会　八千代病院　栄養課 1）、安城市医師会　在宅医療サポートセンター 2）

三井　豪 1）、河井丈幸 2）

O-58-3� �病院NST活動から地域に向けての取り組み
総合リハビリテーションセンターみどり病院　リハビリテーション科　言語聴覚療法部門 1）、
総合リハビリテーションセンターみどり病院　栄養科 2）、総合リハビリテーションセンターみどり病院　薬剤科 3）、
総合リハビリテーションセンターみどり病院　看護部 4）、総合リハビリテーションセンターみどり病院　脳神経内科 5）、
総合リハビリテーションセンターみどり病院　内科 6）

堂井真理 1）、石月公美子 2）、亀田志織 3）、鈴木恵里佳 4）、矢島隆二 5）、佐藤剛司 6）、齋藤泰晴 6）

O-58-4� �入院早期から退院後の生活を見据えた栄養管理の重要性
社会医療法人財団天心堂へつぎ病院　栄養サポート室 1）、社会医療法人財団天心堂へつぎ病院　食養科 2）、社会医療法人財団天心堂 3）

和田光代 1,2）、重松由希子 2）、佐藤　恵 2）、河村忠雄 3）
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O-58-5� �栄養療法を継続させるための「栄養サポート手帳」作成－第2報　アンケートにおける今後の運用検討
聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院　栄養部 1）、聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院　看護部 2）、
聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院　薬剤部 3）、聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院　リハビリテーション部 4）、
聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院　脳神経外科 5）、長野県立大学　健康発達学部　食健康学科 6）

清水朋子 1）、元尾彩香 1）、豊崎祥子 1）、大嶋佑紀 1）、松下美里 1）、長島淑恵 1）、辻　利之 1）、吉田美紀 1）、川島由起子 6）、川畑亜加里 2）、
森みさ子 2）、新嶋茂正 3）、松崎貴志 3）、松嶋真哉 4）、小野寺英孝 5）

O-58-6� �栄養の地域連携に不可欠な情報ツールの有効な活用を目指して―栄養情報提供書は有効に活用されているのか―
公立学校共済組合　九州中央病院 1）、摂食栄養サポート室 2）、リハビリテーション科 3）、医療技術部栄養管理科 4）、医療技術部薬剤科 5）

平山文江 1,2）、竹迫仁則 1,2,3）、金城亜紀 1,3）、大中　瞳 1,4）、西村ゆかり 1,4）、江嶋祐樹 1,5）、大平信太郎 1,5）

O-58-7� �施設間での食事に関する情報共有のためのツール作成と運用
黒石市国民健康保険黒石病院 1）、ときわ会病院 2）、独立行政法人国立病院機構青森病院 3）、黒石厚生病院 4）

川嶋　彩 1）、横山昌樹 1）、柴崎政孝 1）、福士実希 1）、永山淳造 2）、小山慶信 3）、三ツ井敏仁 3）、佐々木裕樹 4）

O-58-8� �保健（在宅）＝医療＝福祉　シームレスな食支援の実現に向けて
医療法人輝山会記念病院　栄養科 1）、輝山会記念病院リハビリテーション部門 2）、医療法人輝山会訪問看護ステーション 3）、
医療法人輝山会記念病院NST 4）

中村　愛 1）、下原彩香 1）、梶野麻里子 4）、山口　葵 2）、下井隼人 2）、原由美子 3）、久保田美恵 3）、下平隆寛 4）、加藤譲司 2）、清水康裕 2）

一般演題（口演）59　化学療法・放射線治療と栄養	1	 第10会場	 2月28日（金）	 14:30～15:30
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）

O-59-1� �胃癌患者における栄養状態（GPSスコア）と抗PD-1抗体の抗腫瘍効果との関連について
兵庫県立がんセンター　消化器内科
武川直樹、徳山長裕、津田政広

O-59-2� �胃癌に対する胃全摘術後の腸瘻栄養サポート下での術後補助化学療法
市立東大阪医療センター　消化器外科
松山　仁、加藤　亮、關口奈緒子、堺　貴彬、佐藤　豪、知念良直、津田雄二郎、上田正射、中島慎介、太田勝也、池永雅一、山田晃正

O-59-3� �大腸がん化学療法施行症例の栄養状態に関する検討
社会医療法人　博愛会　菅間記念病院　薬剤科 1）、社会医療法人　博愛会　菅間記念病院　消化器科 2）

土橋侑介 1）、生澤史江 2）、鈴木正徳 2）

O-59-4� �当院における大腸癌患者の栄養評価と化学療法との関連性
伊勢崎市民病院　薬剤部 1）、伊勢崎市民病院　外来化学療法センター 2）

名坂輝子 1）、大和由美子 1）、吉田武史 2）

O-59-5� �切除不能進行・再発大腸癌化学療法の実施・継続に影響を与える栄養の評価
朝日大学病院外科 1）、朝日大学病院栄養管理部 2）

久米　真 1）、浅野一信 2）、山田真実 2）、高橋貞子 2）

O-59-6� �70歳以上の高齢者での大腸癌術後補助化学療法(CapeOX)における筋肉量と忍容性の関係性について
京都桂病院　消化器センター・外科 1）、京都桂病院　乳腺科 2）

安　英男 1）、西躰隆太 1）、池田有紀 1）、大田多加乃 1）、工藤　亮 1）、川口清貴 1）、佐々木直也 1）、小西小百合 1）、濱洲晋哉 1）、間中　大 1）、
松谷泰男 2）

O-59-7� �遠隔転移を有する高度進行胆嚢癌に対する化学療法継続に及ぼす栄養評価の意義
藤田医科大学医学部　外科・緩和医療学講座 1）、三重大学医学部　肝胆膵・移植外科 2）

臼井正信 1）、東口髙志 1）、栗山直久 2）、水野修吾 2）、伊佐地秀司 2）

一般演題（口演）60　化学療法・放射線治療と栄養	2	 第10会場	 2月28日（金）	 15:35～16:25
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）

O-60-1� �化学放射線療法施行患者の栄養摂取量の比較検討
東京医科歯科大学医学部附属病院　臨床栄養部 1）、東京医科歯科大学医学部附属病院　頭頸部外科 2）、
東京医科歯科大学医学部附属病院　看護部 3）、東京医科歯科大学医学部附属病院　食道外科 4）

有本正子 1）、有泉陽介 2）、髙橋祐子 3）、清水行栄 1）、大石純子 1）、斎藤恵子 1）、中島康晃 1,4）

O-60-2� �ステージⅣ進行再発大腸癌に対するケトン食併用した化学療法の予後に関する検討
多摩南部地域病院　外科 1）、多摩南部地域病院　薬剤科 2）

古川健司 1）、重松恭祐 1）、岩瀬芳江 2）、三上和歌子 2）
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O-60-3� �膵癌術後補助化学療法における栄養介入の意義
公益財団法人　田附興風会医学研究所　北野病院　薬剤部 1）、消化器外科 2）、リハビリテーション科 3）、栄養部 4）、看護部 5）、臨床検査部 6）

上ノ山和弥 1）、内田洋一朗 2）、松岡　森 3）、山田信子 4）、大洞佳代子 3）、井下春美 5）、北出順子 5）、宮森理英子 5）、御石絢子 4）、垣内真子 6）、
山崎みどり 6）

O-60-4� �当院の高催吐性リスクレジメンにおける制吐剤の妥当性の検討
国立病院機構沖縄病院　薬剤科
鈴木寛人、中嶋慎太郎、平田亮介、山形真一

O-60-5� �がん治療中食思不振患者に対する「セレクト食」の評価
大阪警察病院　栄養管理科 1）、大阪警察病院　一般外科 2）、大阪警察病院　看護部 3）、大阪警察病院　ER・救命救急科 4）、
大阪警察病院　糖尿病・内分泌内科 5）

西尾勢津子 1）、岸健太郎 2）、大原玲子 1）、佐藤良子 1）、箸尾早紀 1）、渡辺麻理恵 3）、山田知輝 4）、安田哲行 5）

O-60-6� �当院における外来化学療法室における管理栄養士の取り組み
滋賀医科大学医学部附属病院　栄養治療部
中西直子、栗原美香、大井彰子、丈達知子、安原祥子、芝原あずさ、西田　香、髙𣘺由紀、土田侑奈、馬場重樹、佐々木雅也

一般演題（口演）61　化学療法・放射線治療と栄養	3	 第10会場	 2月28日（金）	 16:30～17:30
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）

O-61-1� �頭頸部癌化学放射線療法中の体組成変化�～BIA、エコー、メジャーを用いた経時的評価～
徳島大学　医歯薬学研究部　疾患治療栄養学分野 1）、徳島大学病院　栄養部 2）、徳島大学病院　リハビリテーション部 3）、
徳島大学病院　耳鼻咽喉科頭頸部外科 4）

山田苑子 1,2）、古本太希 3）、北尾　緑 1,2）、和田京子 1,2）、久保みゆ 1）、鈴木佳子 2）、佐藤　紀 3）、加藤真介 3）、神村盛一郎 4）、武田憲昭 4）、
濵田康弘 1,2）

O-61-2� �頭頸部癌化学放射線療法中の有害事象の頻度と食事摂取への影響について
徳島大学大学院　医歯薬学研究部　疾患治療栄養学分野 1）、徳島大学病院　栄養部 2）、徳島大学病院　耳鼻咽喉科頭頸部外科 3）

北尾　緑 1,2）、山田苑子 1,2）、和田京子 1,2）、久保みゆ 1）、鈴木佳子 2）、神村盛一郎 3）、武田憲昭 3）、濵田康弘 1,2）

O-61-3� �頭頸部癌化学放射線療法（CRT）中のNST介入効果の検討
新潟県立がんセンター新潟病院　栄養課 1）、新潟県立がんセンター新潟病院　頭頚部外科 2）、新潟県立がんセンター新潟病院　消化器外科 3）、
新潟県立がんセンター新潟病院　薬剤部 4）、新潟県立がんセンター新潟病院　看護部 5）

長橋　拓 1）、佐藤雄一郎 2）、富樫孝文 2）、松木　淳 3）、榑松尚子 4）、風間美幸 5）、本間信成 1）

O-61-4� �食道癌術前化学療法中の骨格筋量減少と化学療法有害事象ならびに術後合併症との関連
京都大学医学部附属病院疾患栄養治療部 1）、京都大学消化管外科 2）、京都大学医学部附属病院医療安全管理部 3）

小林亜海 1）、錦織達人 2,3）、吉田真也 2）、角田　茂 2）、登由紀子 1）、幣憲一郎 1）、小濱和貴 2）、久森重夫 2）、西川　元 2）、我如古理規 2）、
坂井義治 2）、稲垣暢也 1）

O-61-5� �食道癌細胞TE-1におけるEPA・CDDPの細胞周期に対する併用効果
川崎医科大学消化器外科 1）、川崎医療福祉大学医療技術学部臨床栄養学科 2）、公立みつぎ総合病院 3）

小郷絢子 1）、窪田寿子 1）、三宅沙知 2）、松本英男 3）、寺本房子 2）、平井敏弘 3）

O-61-6� �食道癌FP療法におけるショートハイドレーション法の安全性と予後推定栄養指数に関する検討
千葉大学医学部附属病院薬剤部 1）、千葉大学大学院医学研究院先端応用外科学 2）

福田彩乃 1）、山本晃平 1）、中澤孝文 1）、村上健太郎 2）、中村貴子 1）、鈴木貴明 1）、石井伊都子 1）

O-61-7� �シスプラチン投与による腎障害に対するマグネシウム製剤の食道がん患者における有効性の検討
徳島大学病院薬剤部 1）、徳島大学病院栄養部 2）、徳島大学大学院医歯薬学研究部疾患治療栄養学 3）、
徳島大学大学院医歯薬学研究部臨床薬理学 4）

坂東左奈子 1）、寺岡和彦 1）、中村敏巳 1）、濵田康弘 2,3）、石澤啓介 1,4）

一般演題（口演）62　PEGと栄養	2	 第11会場	 2月28日（金）	 14:30～15:30
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）

O-62-1� �当院の胃瘻造設の現状と胃瘻造設前後の経口摂取状況
社会医療法人誠光会　草津総合病院　栄養部 1）、リハビリテーション部 2）、看護部 3）、消化器内科 4）、消化器外科 5）、
頭頸部・甲状腺外科センター 6）

西村直子 1）、中嶋容子 1）、髙田小百合 1）、布施順子 1）、須崎瑞穂 2）、石井亜紀子 2）、境佐知子 3）、中村文泰 4）、島本和巳 4）、一瀬真澄 5）、
河本勝之 6）、森谷季吉 6）

O-62-2� �当院における胃瘻造設患者の臨床的検討　～造設前後の栄養療法の経過～
康生会武田病院NST
巽　朋子、高橋周史
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O-62-3� �胃瘻造設術後、経腸栄養剤の形状によるトラブル発生について
医療法人一陽会　原田病院　リハビリテーション科 1）、医療法人一陽会　原田病院　栄養科 2）

難波江経史 1）、長畑奈緒美 2）、村本　奏 2）

O-62-4� �褥瘡患者に対する積極的なPEG造設による栄養管理
医療法人三和会東鷲宮病院　循環器・血管外科　褥瘡・創傷ケアセンター 1）、医療法人三和会東鷲宮病院　栄養科 2）

水原章浩 1）、柳　茉莉 2）、川端あずさ 2）、野須久美子 2）、大竹孝子 2）、粒来瑠奈 2）

O-62-5� �当院における腹腔鏡補助下経皮内視鏡的胃瘻造設術の検討
独立行政法人地域医療機能推進機構　中京病院　外科 1）、独立行政法人地域医療機能推進機構　中京病院　消化器内科 2）、
独立行政法人地域医療機能推進機構　中京病院　薬剤部NST 3）

林　英司 1）、高口裕規 2）、影本　渉 3）

O-62-6� �瘻孔感染防止機能シース付きPull�type胃瘻造設キット“iPEG”登場の意義と使用の要点
けやきの里クリニック 1）、我孫子聖仁会病院　内科 2）

花ヶ崎和夫 1）、田中康夫 2）

O-62-7� �当院におけるPTEG造設症例の検討
国立病院機構　高崎総合医療センター　消化器内科 1）、国立病院機構　高崎総合医療センター　NST 2）、
国立病院機構　村山医療センター　外科 3）

長沼　篤 1,2）、工藤智洋 1,2）、岸　綾香 2）、下田千波 2）、小川祐介 2）、清水朋美 2）、石井邦周 2）、山本文哉 2）、金田知嗣 2）、飯塚　尭 2）、
木村将典 2）、稲川元明 2）、田中俊行 2）、小川哲史 2）、大石英人 3）

一般演題（口演）63　周術期の栄養管理	4	 第12会場	 2月28日（金）	 15:40～16:40
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）

O-63-1� �胃全摘術後患者の膵萎縮についての検討
関西労災病院
村上剛平、竹野　淳、益澤　徹、河合賢二、阪本卓也、桂　宜輝、大村仁昭、賀川義規、畑　泰司、武田　裕、村田幸平

O-63-2� �遠位胆管癌切除例における体組成・骨密度と長期予後の関係
静岡がんセンター肝胆膵外科
田村峻介、蘆田　良、杉浦禎一、岡村行泰、伊藤貴明、山本有祐、大木克久、上坂克彦

O-63-3� �膵頭十二指腸切除手術症例における中鎖脂肪酸を含んだ高たんぱく質消化態栄養剤投与の検討
医療法人徳洲会　八尾徳洲会総合病院
小山洋史、篠田歩実、斎藤朝美、松本静香、木村拓也

O-63-4� �膵頭十二指腸切除術後における術前のアルブミン値、トランスサイレチン値と手術部位感染
東海大学大磯病院外科
古川大輔

O-63-5� �当院での膵頭十二指腸切除術における腸瘻造設の現状と有用性
竹田綜合病院
羽成直行、武藤裕子、遠藤美織

O-63-6� �膵頭十二指腸切除術後術後の骨格筋量減少因子の検討
社会医療法人近森会近森病院栄養臨床栄養部 1）、社会医療法人近森会近森リハビリテーション病院臨床栄養部 2）、
社会医療法人近森会近森病院リハビリテーション部 3）、社会医療法人近森会近森病院外科 4）、社会医療法人近森会近森病院院長 5）

田部大樹 1）、戸次優衣 1）、福間睦美 1）、鈴木絵梨奈 1）、川村七瀬 2）、泉　麻衣 1）、太田由莉恵 1）、宮島　功 1）、田中健太郎 3）、塚田　暁 4）、
近森正幸 5）

O-63-7� �膵頭十二指腸切除術における術前CONUT値と術後中長期的な脂肪・骨格筋量減少の検討
日本赤十字社医療センター　肝胆膵・移植外科 1）、国立がん研究センター中央病院　肝胆膵外科 2）、日本赤十字社医療センター　NST 3）

和田亜美 1）、高本健史 2）、山邊志津子 3）、五嶋　翼 3）、風間義弘 3）、宮田明典 1）、島田　恵 1）、丸山嘉一 1）、橋本拓哉 1）、幕内雅敏 1）

一般演題（口演）64　周術期の栄養管理	5	 第12会場	 2月28日（金）	 16:40～17:40
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）

O-64-1� �胃切術後の早期経口摂取開始の意義
姫路中央病院　NST
森本聖子、有村知夏、中井千尋、野村沙也代、岡田玲子、松井利浩、豊田暢彦

O-64-2� �術前サルコぺニア改善栄養プログラムが術後入院日数におよぼす効果―幽門側胃切除患者における検討―
藤田医科大学医学部外科・緩和医療学講座 1）、藤田医科大学病院緩和ケアセンター 2）

桂　長門 1,2）、東口髙志 1,2）、村井美代 1,2）、大原寛之 1,2）、川崎　俊 1,2）、山下通教 1,2）
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O-64-3� �小腸切除モデルマウスを用いた小腸切除後の栄養トランスポーター関連遺伝子発現変化の検討
筑波大学医学医療系小児外科 1）、筑波大学医学医療系内分泌・代謝内科 2）

佐々木理人 1）、小野健太郎 1）、堀口比奈子 1）、白根和樹 1）、根本悠里 1）、田中　尚 1）、相吉　翼 1）、千葉史子 1）、神保教広 1）、瓜田泰久 1）、
新開統子 1）、高安　肇 1）、中川　嘉 2）、島野　仁 2）、増本幸二 1）

O-64-4� �消化器癌手術予定患者における術前フレイルチェックの有用性の検討
岩手県立中央病院、看護部 1）、岩手県立中央病院、栄養管理科 2）、岩手県立中央病院、薬剤部 3）、岩手県立中央病院、消化器外科 4）

小野寺喜代 1）、斎藤香菜 2）、遠藤佳代子 2）、若林　港 3）、神谷蔵人 4）、原　康之 4）、宮田　剛 4）

O-64-5� �小腸ストーマ造設中のHigh�Output�Syndrome症例における栄養学的指標の検討と発症予測因子
がん研究会有明病院栄養管理部 1）、がん研究会有明病院消化器外科 2）

中屋恵梨香 1）、中西良太 2）、井田　智 1,2）、岡野亜子 1）、榎田滋穂 1）、山口　彩 1）、松下亜由子 1）、伊丹優貴子 1）、高木久美 1）、川名加織 1）、
伊沢由紀子 1）、松尾宏美 1）、熊谷厚志 1,2）、小西　毅 2）

O-64-6� �大腸がん術後におけるアセトアミノフェン静注定期投与の検討
福井県済生会病院　薬剤部 1）、福井県済生会病院　栄養部 2）、福井県済生会病院　看護部 3）、福井県済生会病院　外科 4）

堀田栄治 1）、伊藤幸男 1）、髙橋裕治 1）、高嶋孝次郎 1）、竹林尚恵 2）、前田亜矢 3）、斎藤健一郎 4）、髙嶋吉浩 4）、宗本義則 4）

O-64-7� �左側閉塞性大腸癌に対する根治術後の感染性合併症におけるリスクファクターの解析
宮崎県立延岡病院　外科 1）、宮崎県立延岡病院　栄養管理科 2）

土居浩一 1,2）、甲斐田剛圭 1）、小川大輔 1）、木下翔太郎 1）、石躍裕之 1）、森田侑理 2）、城野愛子 2）、浦田宣子 2）、迫分　彩 2）、甲斐栄里華 2）、
糸田恵美 2）

一般演題（口演）65　リハビリ栄養	1	 第13会場	 2月28日（金）	 8:30～9:30
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）

O-65-1� �リハビリ患者に対する体重管理が治療に与える影響について
医療法人誠心会　吉田病院　栄養課 1）、医療法人誠心会　吉田病院　内科 2）

齋藤新貴 1）、吉田英毅 2）

O-65-2� �人工呼吸患者の歩行自立を予測するリハ栄養因子の検証～GLIM�基準を用いて～
浜松医療センター　リハビリテーション技術科 1）、浜松医療センター　栄養科 2）、浜松医療センター　呼吸器内科 3）

宮澤佑治 1）、新屋順子 1）、杉浦正将 2）、小笠原隆 3）

O-65-3� �高齢大腿骨近位骨折におけるBCAA短期集中投与による急性期リハ栄養はタンパク同化抵抗性に抗う一手段となる
野上厚生総合病院　整形外科 1）、野上厚生総合病院　栄養科 2）、野上厚生総合病院　薬剤部 3）

松本卓二 1）、木村友香子 2）、野崎好美 3）

O-65-4� �栄養カンファレンス開始前後における体重の増減率の検証
京都協立病院
玉木千里

O-65-5� �回復期リハビリテーション病棟における摂取エネルギー充足率及び年齢からみた骨格筋増加率の検討
医療法人香徳会メイトウホスピタル　診療技術部薬剤科 1）、栄養科 2）

浅井憲和 1）、今井裕美子 2）

O-65-6� �心臓リハビリテーション対象患者における食習慣に占める食塩摂取量についての検討
青梅市立総合病院　栄養科 1）、青梅市立総合病院　薬剤部 2）、青梅市立総合病院　呼吸器内科 3）、青梅市立総合病院　呼吸器外科 4）、
青梅市立総合病院　消化器内科 5）

井埜詠津美 1）、木下奈緒子 1）、阿部佳代子 2）、前田圭紀 2）、山崎綾子 2）、石川玲子 2）、矢澤克昭 3）、白井俊純 4）、野口　修 5）

O-65-7� �多職種間連携が膵頭十二指腸切除術後の短期成績と治療の質を改善する
高知医療センター　消化器外科 1）、高知医療センター　栄養部 2）、高知医療センター　薬剤部 3）

岡林雄大 1）、尾崎和秀 1）、十萬敬子 2）、坂本一美 2）、市川知加子 3）、安田春奈 2）、小谷小枝 2）、吉松香絵 2）

一般演題（口演）66　リハビリ栄養	2	 第13会場	 2月28日（金）	 9:35～10:35
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）

O-66-1� �重症筋無力症により廃用症候群を呈しフレイルとなった症例にリハ栄養を行うことでADL向上がみられた一例
関東病院　リハビリテーション科 1）、関東病院　糖尿病内科 2）、関東病院　栄養科 3）、関東病院　看護部 4）

甲嶋義史 1）、井戸川由花 1）、成田雄一 1）、藤崎公達 2）、毛利悦子 3）、落志美加 4）

O-66-2� �ベルト電極式骨格筋電気刺激法を用いたリハビリとNST介入によりADL改善を認めた悪性リンパ腫の一例
独立行政法人　地域医療機能推進機構　伊万里松浦病院　リハビリテーション科 1）、
独立行政法人　地域医療機能推進機構　伊万里松浦病院　栄養管理室 2）

十時浩二 1）、川浪めぐみ 2）
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O-66-3� �回復期リハビリテーション病棟への入院後2ヶ月間の運動機能の変化と、患者特性の関係の検証
緑秀会　田無病院　教育研究担当 1）、緑秀会　田無病院　リハビリテーション科 2）、緑秀会　田無病院　栄養科 3）、
緑秀会　田無病院　外科 4）

高瀬麻以 1）、阿部浩子 1）、工藤正美 3）、石塚佳久 2）、上坂英二 1）、中村岳雪 2）、丸山道生 4）

O-66-4� �脳梗塞リハビリテーション患者の低栄養と実績指数の関連
ちゅうざん病院　沖縄ちゅうざん臨床研究センター 1）、大阪保健医療大学大学院　保健医療学研究科 2）、
愛知医科大学大学院　緩和・支持医療学 3）、ちゅうざん病院　脳神経内科 4）、ちゅうざん病院　リハビリテーション科 5）

佐藤圭祐 1,2）、前田圭介 1,3）、末永正機 4）、石川　丈 5）

O-66-5� �当院回復期リハ病棟患者の栄養状況とADL～急性期病棟での栄養療法の課題～
前橋赤十字病院　NST 1）、医療法人大誠会内田病院 2）

棚橋由佳 1）、涌沢智子 1）、小原陽子 1）、阿美古菜摘 1）、松本知沙 1）、大澤淳子 1）、伊東七奈子 2）、小倉美佳 1）、荒川和久 1）

O-66-6� �入院中の転倒転落イベントと栄養状態との関連性の検討
愛知医科大学病院看護部 1）、愛知医科大学病院栄養サポートチーム 2）、愛知医科大学緩和・支持治療学 3）、愛知医科大学病院栄養部 4）、
愛知医科大学病院薬剤部 5）、早川医院 6）、愛知医科大学先制・統合医療包括センター 7）

濱﨑友紀子 1,2）、佐藤義明 1,2）、柴田裕紀 1,2）、嵐山祐介 1,2）、加藤泰子 1,2）、藤田翔一 1,2）、松原奈緒 1,2）、前田圭介 2,3）、石田優利亜 2,4）、
木下　功 2,5）、野々垣知行 2,5）、笹川　文 2,5）、早川俊彦 2,6）、福沢嘉孝 7）、森　直治 2,3）

O-66-7� �誤嚥性肺炎患者における嚥下機能の時間的な低下の可能性と低栄養との関連性について
上都賀総合病院リハビリテーション科 1）、診療部外科 2）、薬剤部 3）、栄養科 4）

後藤裕子 1）、佐野　渉 2）、松本章子 1）、矢野佳代子 1）、角田貴子 1）、中田啓二 3）、穴山明日香 4）

一般演題（口演）67　リハビリ栄養	3	 第13会場	 2月28日（金）	 10:40～11:40
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）

O-67-1� �急性期脳卒中患者における下肢筋肉量の変化に関連する因子の検討
尾道市立市民病院　リハビリテーション科 1）、尾道市立市民病院　栄養管理室 2）、尾道市立市民病院　外科 3）、
尾道市立市民病院　脳神経外科 4）

富安真弓 1）、前川　香 2）、中司佳代 2）、大塚　文 2）、仲里博子 2）、村田年弘 3）、土本正治 4）

O-67-2� �人工膝関節全置換術患者におけるリハビリ・食事摂取量は術後の骨格筋量変化と関連するか？
社会医療法人　製鉄記念八幡病院　リハビリテーション部 1）、社会医療法人　製鉄記念八幡病院　栄養管理部 2）、
社会医療法人　製鉄記念八幡病院　救急・集中治療部 3）

山守健太 1）、鈴木裕也 1）、原山永世 1）、大和未央 2）、海塚安郎 3）

O-67-3� �多職種カンファレンスで得られたチームアプローチの効果
公立藤岡総合病院　ＮＳＴ
渡邊あゆみ、菊地弘美、間渕美代子、竹内美雪、賀村寿人、横村季代子、富山麻裕子、小幡輝夫、伊藤惇史、中村卓郎

O-67-4� �心大血管患者に対する心臓リハビリとNSTの効果
群馬県立心臓血管センター　リハビリテーション課 1）、群馬県立心臓血管センター　栄養調理課 2）、群馬県立心臓血管センター　薬剤部 3）、
群馬県立心臓血管センター　看護部 4）、群馬県立心臓血管センター　消化器外科 5）

山下遊平 1）、生須義久 1）、風間寛子 1）、滝沢雅代 2）、佐藤由希子 2）、柴田明子 3）、木村和美 3）、千吉良奈緒美 4）、荻原　博 5）

O-67-5� �回復期脳卒中患者における体重変化が退院時ADLに及ぼす影響
熊本リハビリテーション病院　理学療法科 1）、熊本リハビリテーション病院　リハビリテーション科 2）、
熊本リハビリテーション病院　栄養管理科 3）、熊本リハビリテーション病院　歯科診療室 4）、熊本リハビリテーション病院　作業療法科 5）、
熊本リハビリテーション病院　言語聴覚科 6）、熊本リハビリテーション病院　看護部 7）

葛原碧海 1）、吉村芳弘 2）、嶋津さゆり 3）、白石　愛 4）、備瀬隆広 1）、長野文彦 1）、濱田雄仁 6）、木戸善文 5）、上野いずみ 3）、工藤　舞 3）、
砂原貴子 7）

O-67-6� �回復期リハビリテーション脳卒中患者のbody�mass�indexは機能改善、自宅退院に関連する
熊本リハビリテーション病院、看護部 1）、熊本リハビリテーション病院、リハビリテーション科 2）、
熊本リハビリテーション病院、リハビリテーション部、理学療法科 3）、熊本リハビリテーション病院、リハビリテーション部、作業療法科 4）、
熊本リハビリテーション病院、リハビリテーション科、言語聴覚科 5）、熊本リハビリテーション病院、栄養管理部、栄養科 6）、
熊本リハビリテーション病院、歯科 7）

砂原貴子 1）、吉村芳弘 2）、備瀬隆広 3）、嶋津さゆり 6）、工藤　舞 6）、上野いずみ 6）、濱田雄仁 5）、葛原碧海 3）、白石　愛 7）、長野文彦 3）、
木戸善文 4）

O-67-7� �高齢入院患者の入院時BMIとADL能力との関連性－地域包括ケア病棟を対象とした検討－
医療法人桜十字　桜十字病院　リハビリテーション部
宇野　勲
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一般演題（口演）68　サルコペニア・フレイル	3	 第13会場	 2月28日（金）	 14:30～15:30
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）

O-68-1� �超高齢者食道癌症例のサルコペニアと術後合併症の関連の検討
岡山大学医学部消化器外科
田辺俊介、白川靖博、前田直見、野間和広、藤原俊義

O-68-2� �65歳以上の心不全入院患者における退院時サルコペニア合併例の予後調査
社会医療法人渡邊高記念会　西宮渡辺心臓脳・血管センター　栄養科 1）、
社会医療法人渡邊高記念会　西宮渡辺心臓脳・血管センター　循環器内科 2）、武庫川女子大学　生活環境学部　食物栄養学科 3）

岡村春菜 1）、笹部麻美 1）、木戸里佳 1）、秋山麻衣 1）、髙木洋子 1）、山根崇史 2）、民田浩一 2）、鞍田三貴 3）

O-68-3� �ＳＡＲＣ-Ｆによるサルコペニア判定の整合性とリハビリテーションのアウトカム予測における有用性について
ちゅうざん病院リハビリテーション科 1）、ちゅうざん病院栄養科 2）、ちゅうざん病院看護部 3）、ちゅうざん病院リハビリテーション部 4）

吉田貞夫 1）、小橋川由美子 3）、北川よう 2）、平良康子 2）、ブラウン章子 2）、宮里てるみ 3）、加藤節子 3）、中山雄稀 4）、小池正機 4）、佐藤圭祐 4）、
末永正機 1）

O-68-4� �頸部CTを用いてL3骨格筋横断面積を予測する式の妥当性の検証
愛知医科大学　大学院医学研究科　口腔外科学 1）、愛知医科大学大学院　緩和・支持医療学 2）、愛知医科大学病院　栄養部 3）、
愛知医科大学病院　薬剤部 4）

山中洋介 1）、前田圭介 2）、石田優利亜 3）、野々垣知行 4）、松山怜実 1）、伊藤邦弘 1）、森　直治 2）

O-68-5� �精神科閉鎖病棟入院中の統合失調症男性患者におけるサルコペニア、SMI、握力についての検討
東京都立松沢病院内科 1）、東京都立松沢病院栄養科 2）、東京都立松沢病院薬剤科 3）

鈴木一恵 1）、手塚由紀子 2）、金塚明子 3）、土屋　恵 2）

O-68-6� �脂質の過剰摂取は関節リウマチ病態の増悪・骨格筋量の減少を引き起こす
徳島大学大学院　代謝栄養学分野 1）、徳島市民病院　リウマチ・膠原病内科 2）、医療法人喜久寿会　木下病院 3）、
広島大学大学院　麻酔蘇生学分野 4）、徳島大学大学院　呼吸器・膠原病内科学分野 5）

瀬部真由 1）、堤　理恵 1）、瀬野浦聖佳 1）、岸　　潤 2）、黒田雅士 1）、木下成三 3）、中屋　豊 1）、堤　保夫 4）、西岡安彦 5）、阪上　浩 1）

O-68-7� �サルコペニアと脳卒中回復期の排泄予後との関連
熊本リハビリテーション病院　リハビリテーション部　作業療法科 1）、熊本リハビリテーション病院　理学療法科 2）、
熊本リハビリテーション病院　リハビリテーション科 3）、熊本リハビリテーション病院　歯科 4）、熊本リハビリテーション病院　栄養科 5）、
熊本リハビリテーション病院　言語聴覚科 6）、熊本リハビリテーション病院　看護部 7）

木戸善文 1）、吉村芳弘 3）、長野文彦 2）、備瀬隆広 2）、葛原碧海 2）、濱田雄仁 6）、白石　愛 4）、嶋津さゆり 5）、工藤　舞 5）、上野いずみ 5）、
砂原貴子 7）

一般演題（口演）69　サルコペニア・フレイル	4	 第13会場	 2月28日（金）	 15:35～16:35
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）

O-69-1� �「とりあえず嚥下食」の呼びかけは絶食率を減少させたか？
武蔵野徳洲会病院　栄養管理室 1）、武蔵野徳洲会病院　循環器内科 2）、武蔵野徳洲会病院　薬剤部 3）、武蔵野徳洲会病院　看護部 4）

土屋輝幸 1）、淺見貞晴 2）、佐藤和義 3）、渡部麻梨 4）

O-69-2� �ケアミックス病院におけるサルコペニア・フレイルに対するリハビリテーション栄養介入
香川県厚生連滝宮総合病院　脳神経外科 1）、香川県厚生連滝宮総合病院　歯科 2）、香川県厚生連滝宮総合病院　外科 3）、
香川県厚生連滝宮総合病院　看護部 4）、香川県厚生連滝宮総合病院　NST 5）

河内雅章 1,5）、黒井隆太 2,5）、山本彩子 4,5）、津村美由紀 4,5）、近藤昭宏 3,5）

O-69-3� �高齢日本人のサルコペニア簡易基準に基づく身体的活動度変化の後ろ向き縦断的研究
JA三重厚生連　三重北医療センター　菰野厚生病院　薬剤部 1）、JA三重厚生連　三重北医療センター　いなべ総合病院　薬剤部 2）、
JA三重厚生連　三重北医療センター　菰野厚生病院　栄養科 3）、JA三重厚生連　三重北医療センター　菰野厚生病院　看護部 4）、
JA三重厚生連　三重北医療センター　菰野厚生病院　検査科 5）

前川純一 1）、谷口靖樹 1）、中谷理恵 3）、朝倉紗希 3）、石田美希 4）、加藤理津子 4）、川瀬将紀 2）、澤明日香 5）、松浦史佳 1）

O-69-4� �地域サロン（通いの場）におけるサルコペニアの認知度調査
東葛クリニック病院　消化器外科
秋山和宏

O-69-5� �地域包括ケア病棟の栄養管理～病棟担当管理栄養士の役割～
朝倉医師会病院 1）、久留米大学医学部附属病院 2）

田名彩良 1）、林真紗美 1）、佐々木君枝 1）、馬場真二 1）、田中芳明 2）

O-69-6� �地域医療を支える岐阜健康友の会の活動：地域への啓蒙をどのように行うか
岐阜勤労者医療協会　みどり病院　薬剤部
今西正人
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O-69-7� �新しい栄養アプローチへの一考
一般社団法人巨樹の会　原宿リハビリテーション病院　リハビリテーション科
小谷拓真、杉田洋一

一般演題（口演）70　サルコペニア・フレイル	5	 第13会場	 2月28日（金）	 16:40～17:40
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）

O-70-1� �超高濃度栄養食テルミールアップリード®の使用経験
（公社）石川勤労者医療協会　城北病院　栄養部 1）、（公社）石川勤労者医療協会　城北病院　NST 2）、 
（公社）石川勤労者医療協会　城北病院　看護部 3）、（公社）石川勤労者医療協会　城北病院　検査部 4）、
（公社）石川勤労者医療協会　城北病院　リハビリテーション部 5）、（公社）石川勤労者医療協会　城北病院　内科 6）

松本奈緒子 1）、松崎律子 1）、本田　圭 2）、鹿島しのぶ 3）、小島直子 3）、丸山莉奈 3）、中山夕希 3）、村中佑嘉 3）、見砂知子 4）、山崎貴子 4）、
前　幸穂 5）、森山智沙子 5）、村田未来 5）、大野健次 6）

O-70-2� �腹膜切除(cytoreductive�surgery)症例の術前筋肉量と術後成績に関する検討
草津総合病院消化器外科 1）、草津総合病院栄養部 2）、草津総合病院薬剤部 3）

一瀬真澄 1）、布施順子 2）、西村直子 2）、中村　優 3）、帆足　萌 3）、中澤実紀 3）

O-70-3� �2型糖尿病外来通院患者におけるサルコペニアの実態調査
野村医院 1）、愛知医科大学大学院医学研究科緩和・支持医療学 2）

石川敦子 1）、森　直治 2）、前田圭介 2）

O-70-4� �精神科病院入院患者のBMIと筋肉量の関係について
医療法人大林会　福山こころの病院　看護部 1）、医療法人大林会　福山こころの病院　栄養課 2）、
医療法人大林会　福山こころの病院　薬剤部 3）、猪原歯科・リハビリテーション科　歯科医 4）

大村美弥子 1）、佐藤真平 2）、石井滋之 3）、猪原　健 4）

O-70-5� �抗コリン作用薬、ベンゾジアゼピン系薬剤の減薬がリハビリテーションアウトカムに及ぼす影響について
桜十字病院　薬剤科 1）、熊本大学大学院生命科学研究部　薬物治療学分野 2）、桜十字病院　リハビリテーション部 3）、
桜十字病院　循環器内科 4）、桜十字病院　リハビリテーション科 5）

高田恵司 1）、鬼木健太郎 2）、横田美有 1）、宇野　勲 3）、松本庄平 3）、森上靖洋 4）、川嵜　真 5）、丸山阿加里 2）、猿渡淳二 2）

O-70-6� �中鎖脂肪酸（8：0，10：0）はサルコペニアを改善させる：無作為化単盲検並行群間介入試験
医療法人伊純会　介護老人保健施設スカイ
阿部咲子

O-70-7� �コラーゲンペプチド、ビタミン、ミネラル配合栄養補助食品の経口摂取による皮膚脆弱性所見の改善効果
みなみ野病院 1）、淑徳大学　看護栄養学部栄養学科 2）

野本達哉 1）、飯坂真司 2）

一般演題（ポスター）

一般演題（ポスター）01　褥瘡と栄養	1	 ポスター会場①	 2月27日（木）	 14:00～15:00
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）

P-01-1� �縟瘡発生“０”を目指して～NST委員の活動の効果と今後の課題～
医療法人社団　豊生会　東苗穂病院
田村尚美、成田留美、吉田祐一

P-01-2� �胃瘻造設を行った褥瘡患者へのNST介入
医療法人三和会　東鷲宮病院　栄養科 1）、循環器・血管外科・褥瘡創傷ケアセンター 2）、看護部 3）

柳　茉莉 1）、川端あずさ 1）、粒来瑠奈 1）、野須久美子 1）、大竹孝子 1）、水原章浩 2）、佐藤美香子 3）、粒来直美 3）

P-01-3� �褥瘡発生低減に向けた課題の明確化
公立西知多総合病院
伊藤裕子、宮本すみ子、早川芳枝、小島多恵子、江坂洋一

P-01-4� �がん患者の重度褥瘡に多職種で関わる�～適切な療養の場をめざして～
桐生厚生総合病院　看護部 1）、皮膚科 2）、食養科 3）、リハビリテーション科 4）、中央検査部 5）

田島由紀 1）、岡田克之 2）、周藤礼紗 1）、細谷弥生 1）、伊藤さやか 1）、並木純子 3）、藤本あさひ 3）、井田知宏 4）、田代香奈 5）
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P-01-5� �褥瘡チームにおける薬剤師の血清亜鉛値に関わる取り組み
社会医療法人仁愛会　浦添総合病院
仲本明希、奥間結香、平田やよい、村田利恵子、長嶺桃子、安村麻貴

P-01-6� �当院NSTが介入した多発褥瘡患者の栄養管理
佐世保市総合医療センター
西田千尋、明時由佳、松本　恵、古賀加耶子、吉村彰剛、山田昌博、阿部伸一、錦戸慎平、江藤真実、溝口裕司、前川美恵子

P-01-7� �重症救急患者における皮膚トラブルの発生と栄養状態の検討
北里大学病院　救急医学・災害医療センター ICU 1）、北里大学医学部　救命救急医学 2）、北里大学病院　栄養部 3）

太田江梨花 1）、石倉　愛 1）、堀佐瑛子 1）、守屋里沙 3）、遠藤成子 3）、増田正和 1）、田村　智 2）、片岡祐一 2）

P-01-8� �当院におけるスキン‐テアの発生患者の傾向と栄養状態の検討
社会医療法人　桑名恵風会　桑名病院 1）、看護部 2）、脳神経外科 3）、外科 4）

渡邊知子 1,2）、福田成美 1,2）、遠藤沙保里 1,2）、渡邉　恵 1,2）、森田幸太郎 1,3）、榊原年宏 1,4）

P-01-9� �終末期がん患者に対する褥瘡発生予測因子の検討
順天堂大学保健看護学部 1）、順天堂大学大学院医学研究科 2）、順天堂大学医学部附属静岡病院 3）

桑村淳子 1,2）、高山卓也 3）

P-01-10� �当院における褥瘡患者の栄養状態の検討
国保水俣市立総合医療センター　栄養科 1）、看護部 2）、代謝内科 3）

山之口百合美 1）、本田直子 1）、華野美弥 2）、千原みどり 2）、北本　香 2）、藤澤和夫 3）

一般演題（ポスター）02　褥瘡と栄養	2	 ポスター会場①	 2月27日（木）	 15:30～16:30
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）

P-02-1� �高齢者に対する栄養リスク評価の検討
富山市立富山まちなか病院
大上英夫

P-02-2� �Late�Evening�Snack　他疾患への応用　～さらにもう一食で、栄養改善～
公立長生病院看護部 1）、公立長生病院栄養科 2）、公立長生病院外科 3）

宮代広美 3）、高知尾明子 1）、渡辺尚子 1）、中田とみ子 2）、中山智子 2）、阿部恭久 3）

P-02-3� �管理栄養士が他職種と関わりをもつことで褥瘡悪化を防いだ一例
小林市立病院　臨床栄養室 1）、小林市立病院　消化器外科・腫瘍外科 2）

阿萬千穂 1）、島名昭彦 2）

P-02-4� �両側大転子部巨大褥瘡患者に対し、多職種チームの早期介入により改善が見られた一例
沖縄協同病院　栄養管理室 1）、沖縄協同病院　形成外科 2）、中部協同病院　看護部 3）、埼玉医科大学総合医療センター　総合内科・感染症科 4）

新里奈央 1）、野崎由迅 4）、川崎雅人 2）、花城洋子 3）

P-02-5� �ＮＳＴと褥瘡対策チームの連携により多発褥瘡が改善した１症例
十和田市立中央病院 1）、栄養科 2）、薬局 3）、医局 4）

高屋信也 1,2）、古川雅理 1,3）、丹野弘晃 1,4）

P-02-6� �療養型病院において、褥瘡患者に対し、多職種連携により、発語や表情、褥瘡や栄養状態の改善がみられた一例
並木病院薬剤部 1）、並木病院栄養科 2）

小池真智子 1）、熊﨑由紀 2）

P-02-7� �褥瘡対策チームとＮＳＴの連携により難治性仙骨部褥瘡が改善した一例
長浜赤十字病院　NST
山本佳央理、中村一郎、木村友美、杉江善樹、加納めぐみ、松浦由貴

P-02-8� �頚髄損傷により褥瘡が発生した肥満患者において多職種チーム連携で経口栄養を支えた症例
日本赤十字社医療センター　NST 1）、日本赤十字社医療センター　栄養課 2）、日本赤十字社医療センター　褥瘡対策チーム 3）、
日本赤十字社医療センター　排尿ケアチーム 4）、日本赤十字社医療センター　リエゾンチーム 5）

松島祥子 1）、石川史明 1）、大林梨花 2）、山邊志都子 1）、佐々木貴代 3）、大沢順子 4）、秋山恵子 5）、川俣　綾 1）、風間義弘 1）

P-02-9� �高度肥満によりADLの低下・褥瘡を生じ、栄養管理とリハビリの併用で減量しADL・褥瘡の軽快を認めた1例
赤穂市民病院外科 1）、赤穂市民病院臨床検査部 2）、赤穂市民病院薬剤部 3）、赤穂市民病院リハビリテーション部 4）、赤穂市民病院看護部 5）、
赤穂市民病院内科 6）、赤穂市民病院皮膚科 7）、赤穂市民病院栄養科 8）

赤神正敏 1）、武居晃平 6）、和田康夫 7）、濱本悠希 8）、米津宗徳 2）、田中智也 3）、武田祐二 4）、瀬尾早百合 8）、田淵　亨 2）、川上辰三 3）、
坂本由規子 5）、一瀬直日 6）、横山　正 1）



118 JSPEN2020　－第35回学術集会プログラム集－

P-02-10��認知機能低下を伴う褥瘡患者にＮＳＴ介入し、改善を認めた１例
医療法人医誠会　茨木医誠会病院　栄養管理科 1）、医療法人医誠会　茨木医誠会病院　医局 2）、医療法人医誠会　茨木医誠会病院　看護部 3）、
医療法人医誠会　茨木医誠会病院　薬剤科 4）、医療法人医誠会　茨木医誠会病院　リハビリテーション科 5）

玉田麻未 1）、正名好之 2）、金井正男 2）、水澤加代子 3）、上江洲麻子 4）、田中玲子 5）

一般演題（ポスター）03　消化器疾患	1	 ポスター会場①	 2月27日（木）	 9:30～10:30
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）

P-03-1� �食道癌術後の摂取栄養量と体重・体組成の変化
帝京大学医学部附属病院　栄養部 1）、帝京大学外科学講座 2）

山口恵実 1）、早﨑麻衣子 1）、内田加奈江 1）、相原綾香 1）、江島寛幸 1）、山下千春 1）、朝倉比都美 1）、福島亮治 2）

P-03-2� �食道癌術後患者に対して、外来栄養指導を導入して見えた現状
地方独立行政法人静岡県立病院機構　静岡県立総合病院　栄養管理室 1）、 
地方独立行政法人静岡県立病院機構　静岡県立総合病院　消化器外科 2）、
地方独立行政法人静岡県立病院機構　静岡県立総合病院　糖尿病・内分泌内科 3）

松下亜沙実 1）、渡邉昌也 2）、青島早栄子 1）、高橋玲子 1）、小川達雄 3）、永井恵里奈 2）

P-03-3� �ERAS管理で行われた胃切除術の早期離床に関連する要因の調査
医療法人渓仁会　手稲渓仁会病院　看護部 1）、医療法人渓仁会　手稲渓仁会病院　外科 2）

岩沢健太郎 1）、中村文隆 2）、倉橋由恵 1）、岡田尚也 2）、藤田佳奈 1）

P-03-4� �胃全摘後の低栄養に対し経管栄養により著明に改善した１症例
奥州市総合水沢病院外科 1）、奥州市総合水沢病院看護科 2）、奥州市総合水沢病院薬剤科 3）、奥州市総合水沢病院リハビリテーション科 4）、
奥州市総合水沢病院栄養科 5）

塚本信和 1）、今野幸枝 2）、高橋祥子 3）、小田島幸絵 4）、佐々木麻衣 5）

P-03-5� �胃癌術後20年余のダンピング症候群に対し持続血糖測定モニタリング（CGM）が有効であった1例
公益財団法人　田附興風会　医学研究所　北野病院　栄養部 1）、
公益財団法人　田附興風会　医学研究所　北野病院　糖尿病内分泌センター 2）

京面ももこ 1）、岩崎可南子 2）、境内大和 2）、瀬野陽平 2）、吉治智志 2）、岩崎順博 2）、本庶祥子 1,2）、濱崎暁洋 2）

P-03-6� �蛋白漏出性胃腸症を伴った進行胃癌の１例
厚生連高岡病院外科
俵　広樹、澤田幸一郎、岡本純平、大島正寛、羽田匡宏、加藤洋介、小竹優範、尾山佳永子、原　拓央

P-03-7� �小腸部分切除後の癒着性腸閉塞に対して茯苓飲を使用し手術回避となった一症例
医療法人鉄蕉会　亀田総合病院　薬剤部 1）、医療法人鉄蕉会　亀田総合病院　消化器外科 2）、医療法人鉄蕉会　医療管理本部　薬剤管理部 3）、
横浜薬科大学薬学部　漢方薬物学研究室 4）

平田一耕 1）、保坂公雄 2）、舟越亮寛 1,3）、石毛　敦 4）

P-03-8� �外傷性の短腸症候群の患者に対し、経口摂取とリハビリテーションで在宅・社会復帰が可能となった一症例
医療法人社団　時正会　佐々総合病院　栄養科 1）、外科 2）、薬剤科 3）、看護部 4）、リハビリテーション科 5）、臨床検査科 6）

金井江里子 1）、中西陽一 2）、萱場慶太 1）、木村総司 3）、大石真由美 4）、粕谷岳志 5）、川上通生 6）、河西裕太 6）、入澤純一 1）

P-03-9� �舞踏病を基礎疾患として有した短腸症候群の一例
鳥取赤十字病院　栄養課 1）、薬剤部 2）、臨床検査部 3）、看護部 4）、外科 5）

長谷聡子 1）、川上美香 1）、中野　歩 2）、山下奈津子 2）、山根慶子 2）、木村和幸 3）、青木良太 3）、新井志穂美 4）、森下智佳 4）、田中成美 4）、
田淵裕子 4）、山代　豊 5）

P-03-10��25cm空腸瘻となった短腸症候群の一例
鳥取赤十字病院外科 1）、栄養課 2）、薬剤部 3）、臨床検査部 4）、看護部 5）

山代　豊 1）、長谷聡子 2）、川上美香 2）、山根慶子 3）、中野　歩 3）、山下奈津子 3）、青木良太 4）、木村和幸 4）、田中成美 5）、新井志穂美 5）、
森下智佳 5）、田渕裕子 5）

P-03-11��保存的集学的治療にて軽快した難治性High-output�stomaの1症例
千葉県立佐原病院　消化器外科 1）、千葉県立佐原病院　脳神経外科 2）、千葉県立佐原病院　看護局 3）、千葉県立佐原病院　薬剤部 4）

小沼一希 3）、大月和宣 1）、鈴木友子 3）、糸賀康博 4）、岡部久代 3）、川﨑宏一郎 2）

P-03-12��腸瘻にて経管栄養を行っていたがNST介入により経口摂取が可能となった1症例
明石市立市民病院栄養管理課 1）、明石市立市民病院脳神経外科 2）、明石市立市民病院外科 3）、明石市立市民病院消化器内科 4）、
明石市立市民病院看護部 5）、明石市立市民病院薬剤課 6）

船曳ちさと 1）、大西孝典 4）、小泉範明 3）、澤　敬子 5）、澤村淑香 6）、森川　香 1）、本庄和美 1）、秋山英之 2）
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一般演題（ポスター）04　循環器疾患	 ポスター会場①	 2月27日（木）	 14:00～15:00
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）

P-04-1� �心不全患者における栄養状態を含めた予後予測因子の検討
三豊総合病院薬剤部 1）、三豊総合病院NST 2）

近藤宏樹 1,2）、遠藤　出 2）、後藤拓郎 2）、篠永　浩 1,2）、高原紗知子 1,2）、高橋朋美 2）、福田　絹 2）、三河麻里 2）、合田佳史 2）、山地瑞穂 2）、
守谷正美 2）、大久保伴子 2）、小西ひろ子 2）

P-04-2� �当院ICUにおける心臓血管外科術後患者の食事摂取状況調査
医療法人徳洲会　福岡徳洲会病院　栄養管理室 1）、医療法人徳洲会　福岡徳洲会病院　救急・集中治療センター 2）

栗並美保 1）、江田陽一 2）

P-04-3� �高齢心不全患者の栄養状態に関わる影響因子の実態調査ー当院NST依頼症例よりー
金沢赤十字病院　薬剤部　NST 1）、金沢赤十字病院　外科　NST 2）、金沢赤十字病院　栄養課　NST 3）

大川浩子 1）、畳谷佳恵 3）、二上文夫 2）

P-04-4� �入院中の心不全患者の栄養状態、入院日数の関連と現状の問題点について
聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院栄養部 1）、聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院循環器内科 2）、
聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院薬剤部 3）

長島淑恵 1）、松下美里 1）、吉田美紀 1）、辻　利之 1）、森　佑紀 1）、豊﨑祥子 1）、元尾彩香 1）、鈴木　綾 1）、鈴木規雄 2）、勝　彩香 3）、
松村泰斗 3）、清水朋子 1）

P-04-5� �虚血性心疾患リスク因子評価法の研究
枚方公済病院　栄養科 1）、東京大学大学院　工学系研究科 2）、神戸大学大学院　保健学研究科 3）

髙橋留佳 1）、片桐祥雅 2）、木戸良明 3）

P-04-6� �イグザレルト服用による副作用の報告と、体重低下、腎機能低下との関連性について
公立福生病院　薬剤部
平井梨紗子

P-04-7� �カテーテルアブレーション後急性胃拡張症に対しエリスロマイシン投与により消化器症状改善がみられた1症例
仙台循環器病センター
千葉貴志、早坂美希、紺野亜衣、松根有里、星恵理子、大谷昌道

P-04-8� �Fontan術後の腸管吸収障害に対し粥食が奏功した一例
日本赤十字社医療センター　小児科
國方　歩、吉原尚子、土屋恵司

P-04-9� �偏食による低栄養で脚気心を発症した一例
聖隷浜松病院栄養課 1）、聖隷浜松病院循環器科 2）、聖隷浜松病院歯科 3）、聖隷浜松病院NST 4）

冨田加奈恵 1）、加藤寛子 2）、大原裕史 1）、島田友香里 1）、鈴村里佳 1）、伊藤小百合 1）、伊藤　静 2）、福永暁子 3）、渡邊卓哉 4）

P-04-10��重症心不全患者に対して心臓血管術施行後NST介入により改善した一症例
大阪市立総合医療センター　NST 1）、栄養部 2）、薬剤部 3）、看護部 4）、口腔外科 5）、小児外科 6）、小児心臓血管外科 7）、小児循環器内科 8）、
消化器外科 9）、糖尿病内科 10）

赤池聡子 1,2）、濱浦星河 1,2）、佐々木剛 1,3）、橋下寛樹 1,3）、竹下静子 1,4）、溝畑和恵 1,5）、神山雅史 1,6）、西垣恭一 7）、江原英治 8）、玉森　豊 1,9）、
細井雅之 1,10）

P-04-11��鶏卵摂取量の見直しで血清コレステロールが改善した1例～卵と血清コレステロールの関係の考察～
トヨタ記念病院栄養科 1）、トヨタ記念病院内分泌・糖尿病内科 2）

鈴木則子 1）、小島由紀子 1）、丘山智子 1）、福元聡史 1）、上原由希子 1）、古田桃子 1）、篠田純治 2）

一般演題（ポスター）05　脳神経疾患	1	 ポスター会場①	 2月27日（木）	 15:30～16:30
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）

P-05-1� �急性期病棟における脳神経外科患者の栄養と予後に関する検討
尾道市立市民病院　看護部 1）、栄養管理室 2）、外科 3）、脳神経外科 4）

檀上恵美子 1）、仲里博子 2）、中司佳代 2）、前川　香 2）、村田年弘 3）、土本正治 4）

P-05-2� �脳梗塞急性期における経腸栄養療法～SCUの現状調査～
福井赤十字病院　看護部 1）、福井赤十字病院　脳神経外科 2）、福井赤十字病院　外科 3）、福井赤十字病院　栄養課 4）

手塚日暖 1）、小川佳代 1）、佐野徳隆 2）、青山涼一 4）、川上義行 3）、廣瀬由紀 3）

P-05-3� �急性期脳梗塞に対して血管内治療を行った超高齢者（90歳以上）の栄養摂取経路
伊万里有田共立病院脳神経外科 1）、伊万里有田共立病院栄養科 2）

田中達也 1）、枝川遥香 2）、飯盛由希子 2）、江口初子 2）
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P-05-4� �当院における脳血管疾患患者の現状
川内市医師会立市民病院　薬剤部
永濵良章、平川尚宏、永野　彩、田邉　徹、中村るみ、尾上博隆、南　裕司

P-05-5� �ケアミックス病院における脳卒中のサルコペニアと高齢者の摂食嚥下障害に対するシームレスな栄養介入
香川県厚生連滝宮総合病院　脳神経外科 1）、香川県厚生連滝宮総合病院　歯科 2）、香川県厚生連滝宮総合病院　外科 3）、
香川県厚生連滝宮総合病院　看護部 4）、香川県厚生連滝宮総合病院　NST 5）

河内雅章 1,5）、黒井隆太 2,5）、山本彩子 4,5）、津村美由紀 4,5）、近藤昭宏 3,5）

P-05-6� �急性期脳卒中の嚥下障害患者の栄養方法と臨床的重症度について
東住吉森本病院　リハビリテーション科 1）、東住吉森本病院　栄養科 2）、東住吉森本病院　薬剤科 3）、東住吉森本病院　看護部 4）、
東住吉森本病院　脳神経外科 5）

野村真也 1）、今村由季 2）、八野彩希 2）、岩谷　聡 2）、黒沢秀夫 3）、佐古守人 3）、山藤景子 4）、礒野直史 5）

P-05-7� �迷走神経刺激療法（vagus�nerve�stimulation：VNS）術後の摂食嚥下障害についての検討
国立病院機構　渋川医療センター
狩野未樹、森　由里、保田美穂、小林克美、新行内健一、小林光伸、合田　司

P-05-8� �岩手県沿岸地域脳卒中患者における食塩摂取量の実態
岩手県立釜石病院　脳神経外科
黒澤美華子、佐々木輝夫

P-05-9� �急性期における経管栄養患者と3食経口摂取移行患者の比較
沼田脳神経外科循環器科病院リハビリテーション部門言語聴覚課
鈴木夏美、山田雄嗣、山口遥香

P-05-10��補助栄養食品を必要とする患者の基準についての現状調査
一般財団法人　平成紫川会　小倉記念病院　看護部 1）、一般財団法人　平成紫川会　小倉記念病院　救急部 2）、
一般財団法人　平成紫川会　小倉記念病院　外科 3）、一般財団法人　平成紫川会　小倉記念病院　薬剤部 4）、
一般財団法人　平成紫川会　小倉記念病院　栄養課 5）

渡邊俊一 1）、隈本伸生 1）、中島　研 2）、西村　拓 3）、清水誉志 4）、奥　宏美 5）

P-05-11��微量元素からみた脳梗塞患者の入院時栄養状態と悪化要因の検討
社会医療法人陽明会小波瀬病院脳神経外科 1）、社会医療法人陽明会小波瀬病院栄養科 2）、社会医療法人陽明会小波瀬病院薬剤部 3）、
社会医療法人陽明会小波瀬病院検査科 4）、社会医療法人陽明会小波瀬病院看護部 5）

高橋治城 1）、西水流香菜 2）、吉永裕助 3）、表真莉香 4）、山田智子 5）

一般演題（ポスター）06　腎疾患	 ポスター会場①	 2月27日（木）	 9:30～10:30
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）

P-06-1� �当院のＮＳＴ介入患者（血液透析患者と非透析患者）における歯数と栄養の関連について
医療法人社団嬉泉会　嬉泉病院　栄養科 1）、嬉泉病院　看護部 2）、嬉泉病院　薬剤科 3）、嬉泉病院　臨床検査科 4）、
嬉泉病院　臨床リハビリ科 5）、嬉泉病院　歯科口腔外科 6）、嬉泉病院　内科 7）

和田陽子 1）、岸菜裕美 1）、石井弥生 2）、小池克樹 3）、草野文華 3）、蛯原優香 4）、小田舞香 5）、宮島章嘉 6）、青木　仁 6）、稲津昭仁 7）、上畑昭美 7）

P-06-2� �当院の外来維持透析患者における食事摂取状況の調査
松阪市民病院　栄養管理室 1）、松阪市民病院　リハビリテーション室 2）、松阪市民病院　泌尿器科 3）

青木誠子 1）、米村重則 3）、岡田直隆 2）、今岡泰憲 2）、富岡　梓 1）

P-06-3� �くも膜下出血後に透析導入と胃瘻造設を行った1例
横須賀共済病院腎臓内科 1）、横須賀共済病院栄養管理科 2）、横須賀共済病院リハビリテーション科 3）

森本靖久 1）、野崎　梢 2）、平岡圭子 3）、服部みな子 2）、野間友紀 2）、河越美香 2）、大谷　恵 1）、安藝昇太 1）、田中啓之 1）

P-06-4� �PEG-Jを留置した重度腎不全患者に対して複数の経腸栄養剤を組み合わせて栄養状態の改善が認められた一例
医療法人沖縄徳洲会　吹田徳洲会病院　薬剤部 1）、医療法人沖縄徳洲会　吹田徳洲会病院　消化器内科 2）、
医療法人沖縄徳洲会　吹田徳洲会病院　看護部 3）、医療法人沖縄徳洲会　吹田徳洲会病院　栄養科 4）、
医療法人沖縄徳洲会　吹田徳洲会病院　リハビリテーション科 5）

永沼智至 1）、田中絵理 1）、高野邦子 2）、高垣光志 4）、田尻　舞 3）、生田勇貴 5）、長島裕樹 1）

P-06-5� �高たんぱく質消化態栄養剤により下肢切断を回避し得た腸切除後の重症虚血肢透析患者の一例
東京慈恵会医科大学附属柏病院栄養部 1）、東京慈恵会医科大学附属柏病院薬剤部 2）、東京慈恵会医科大学附属柏病院看護部 3）、
東京慈恵会医科大学附属柏病院形成外科 4）、東京慈恵会医科大学附属柏病院消化器・肝臓内科 5）、東京慈恵会医科大学附属柏病院外科 6）

松村　暁 1）、髙橋理美 1）、湯浅　愛 1）、石倉あゆみ 2）、山口祐希 2）、大塚淳一 2）、伊藤圭介 2）、湯浅瑠美 3）、笹木織絵 3）、吉田拓磨 4）、
内山　幹 5）、伊藤栄作 6）、坪井一人 6）、尾高　真 6）、藤岡秀一 6）

P-06-6� �種々の合併症により、栄養障害を来したループス腎炎の一例
東海大学医学部生体構造機能学／国際医療福祉大学病院消化器内科
静間　徹
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P-06-7� �透析患者の食欲不振に対して電解質補正を行い食欲改善に至った一例
社会医療法人　医仁会　中村記念病院　薬剤部 1）、社会医療法人　医仁会　中村記念病院　耳鼻咽喉科 2）

八巻貴太 1）、小西正訓 2）

P-06-8� �慢性腎不全患者における透析前後での血漿分岐鎖アミノ酸値とその相関の変化
三友堂病院
池田英樹、三村友恵、佐藤　結

P-06-9� �術後透析患者における至適タンパク質量についての検討
羽生総合病院
原田浩之、高柳伊久子、大屋朋子、川島宏美、大谷優子、姜　昌林

P-06-10��高齢腹膜透析患者の栄養評価について
名古屋共立病院
中根真利子、伊藤やよい、春日弘毅

一般演題（ポスター）07　地域連携・在宅栄養	1	 ポスター会場①	 2月27日（木）	 14:00～15:00
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）

P-07-1� �地域での管理栄養士不在の病院・クリニックの外来栄養指導体制の構築
川内市医師会立市民病院　栄養管理部 1）、川内地区栄養士会 2）

福脇浩子 1,2）、常盤美幸 2）

P-07-2� �退院後の継続した栄養管理に対するNSTの取り組み
埼玉医科大学総合医療センター　栄養サポートチーム 1）、埼玉医科大学総合医療センター　栄養部 2）、
丸木記念福祉メディカルセンター　緩和ケア内科 3）、埼玉医科大学総合医療センター　肝胆膵外科・小児外科 4）

大室美紀 1,2）、崎元雄彦 1,3）、小高明雄 1,4）

P-07-3� �地域包括ケア構想を見据えた、「ときどき入院、ほぼ在宅」を可能にする病院NST活動
医療法人財団愛泉会　愛知国際病院　診療部　薬剤科 1）、医療法人財団愛泉会　愛知国際病院　診療部　リハビリテーション科 2）、
医療法人財団愛泉会　愛知国際病院　診療部　栄養科 3）、医療法人財団愛泉会　愛知国際病院　外科 4）

伴美佐子 1）、味岡昌枝 2）、小林みずほ 3）、太田信吉 4）

P-07-4� �地域一体型NST構築に向けた講演会の試み
東京都保健医療公社大久保病院　薬剤科 1）、東京都保健医療公社大久保病院　地域医療連携室 2）、医療法人財団緑秀会　田無病院 3）

岡田宜和 1）、藤谷竜磨 1）、飯嶋　歩 1）、鎭目晶子 1）、加納千冬 1）、岡嶋絵里香 1）、浅利貴奈 1）、真柴友紀 1）、塩地園代 1）、三村雅一 2）、
丸山道生 3）

P-07-5� �連携施設対象NST研修会の効果
医療法人社団シマダ　嶋田病院　栄養管理科 1）、リハビリテーション科 2）、地域医療連携室 3）、消化器外科 4）

塚田由加利 1）、川邉直子 2）、野村由輝子 2）、村上清司 2）、原田典之 3）、井上　諭 4）

P-07-6� �地域一体型NSTを構築するために～脳卒中連携パスから見えてきたこと～
川内市医師会立市民病院 1）、NST 2）、看護部 3）、栄養科 4）

久留須加寿美 1,2,3）、福脇浩子 1,2,4）、中園俊博 1,2）

P-07-7� �地域との連携活動～地域の『栄養』を支える取り組み～
公立　長生病院　臨床栄養科 1）、外科 2）、看護部 3）

中山智子 1）、中田とみ子 1）、阿部恭久 2）、宮代広美 3）、高知尾明子 3）、渡辺尚子 3）

P-07-8� �へき地に求められる入院から在宅への栄養管理
西吾妻福祉病院
田代準一、塩谷恵一、篠原洋子、市川希美、山田真理子、堀　仁司、寺尾能行

P-07-9� �地域における食形態標準化の課題
津久見市医師会立津久見中央病院栄養部 1）、津久見市医師会立津久見中央病院リハビリテーション部 2）、
津久見市医師会立津久見中央病院内科 3）

福島あゆみ 1）、樋口愛美 1）、川野海来 2）、竹下　泰 3）

P-07-10��地域における在宅栄養にOOVLを用いた意思決定支援
順心リハビリテーション病院　自立支援・栄養プロジェクト 1）、くるみの森 2）

内橋　恵 1）、西村紀子 2）

P-07-11� �経皮経食道胃管挿入術（PTEG）後の患者・家族を支える環境作りを目指して
高崎総合医療センター看護部 1）、消化器内科 2）、外科 3）、栄養科 4）、薬剤科 5）、地域医療支援・連携センター 6）

清水朋美 1）、工藤智洋 2）、長沼　篤 2）、石井邦周 1）、星野智美 1）、椎名絵梨奈 6）、鈴木麻里子 5）、木村真弥 1）、小川祐介 4）、田中俊行 3）、
小川哲史 3）
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P-07-12��在宅TPNにおける保険薬局無菌室共同利用促進への取り組み
公益社団法人　八幡薬剤師会
工藤信孝

一般演題（ポスター）08　栄養教育	1	 ポスター会場①	 2月27日（木）	 15:30～16:30
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）

P-08-1� �IMS・YMGグループ薬剤部に所属するNST専門療法士の現状調査
IMSグループ薬剤部　教育研修委員会　NST担当 1）、IMSグループ薬剤部　教育研修委員会 2）、IMSグループ薬剤部 3）

滝上裕一 1）、金子恭平 1）、籾山紘之 1）、工藤直人 1）、米澤禎貴 1）、定村洋士 2）、小田　慎 3）

P-08-2� �がん患者のための栄養相談会―薬学生への教育の一環としての活用－
千葉県がんセンター
國松尚子、河津絢子、前田恵理、金塚浩子、白戸由香子、渡邊大志、坂井美奈子、大竹慶尭、若松貞子、高橋直樹、大谷美子、鍋谷圭宏

P-08-3� �薬剤部NSTチームよる薬剤師教育
東海大学医学部付属病院薬剤部薬剤科
横田秀一、井ノ上麻衣、小原健人、瀬古友里恵、祖父江佳奈、髙橋千紘、羽村康一、増尾　優、湯浅貴裕、平綿洋子、丸谷善紀、矢野　忠、
市川　訓

P-08-4� �急性期脳卒中センターにおける簡易懸濁業務の改善
京都第一赤十字病院　薬剤部 1）、看護部 2）、栄養課 3）、糖尿病内分泌内科 4）

林　奈央 1）、木本有香 1）、田上祐子 1）、藤野早苗 2）、舌崎久見子 2）、櫻井朱理 2）、今田智美 2）、森本麻美 3）、奥薗さゆり 3）、片木千景 3）、
岩瀬広哉 4）、田中　亨 4）

P-08-5� �A病棟看護師の栄養知識の標準化を目指して
JA岐阜厚生連　飛騨医療センター　久美愛厚生病院
上坪恭子、村田欣洋、春見良子、牛丸貴美子

P-08-6� �看護師の栄養管理に関する自己評価～OHAT導入前後の比較～
埼玉県立大学保健医療福祉学部看護学科 1）、医療法人財団　健和会　みさと健和病院内科 2）、
医療法人財団　健和会　みさと健和病院栄養課 3）、医療法人財団　健和会　みさと健和病院看護部 4）、
医療法人財団　健和会　みさと健和病院薬剤課 5）、医療法人財団　健和会　みさと健和病院検査課 6）

宮部明美 1）、小野寺晴子 2）、谷岡　恵 3）、和田里美 4）、久野夏美 4）、山田哲也 5）、吉村美紀 6）、稲葉翔太 6）、伊勢文香 6）

P-08-7� �ＩＣＵ看護師に対する栄養教育実践～経腸栄養プロトコール作成を通して～
藤枝市立総合病院看護部 1）、外科 2）、臨床栄養科 3）、薬剤部 4）、呼吸器内科 5）

瀧川明子 1）、東　正樹 2）、山田亜希 1）、杉本智子 3）、大石瑞樹 4）、松永伸子 4）、津久井賢 5）、岡本和哉 2）、中村利夫 2）

P-08-8� �看護師と看護学系大学生の臨床栄養能力の比較
順天堂大学医学部附属静岡病院看護部　入院業務課 1）、順天堂大学医学部附属静岡病院　栄養科 2）、順天堂大学　保健看護学部 3）

鈴木英子 1,3）、山口嘉美 1）、高山卓也 2）、桑村淳子 3）

P-08-9� �当院における院内教育�ー病棟看護師の栄養管理知識向上への取り組みー
県立広島病院　看護部 1）、県立広島病院　栄養管理科 2）、県立広島病院　消化器・乳腺・移植外科 3）、県立広島病院　薬剤科 4）、
県立広島病院　臨床研究検査科 5）、県立広島病院　歯科 6）、県立広島病院　総合診療科 7）

下村清夏 1）、佐々木太一 1）、今岡貴久 1）、矢野加奈 1）、三上絵美 1）、中井美沙 1）、伊藤圭子 2）、眞次康弘 3）、辻　雄輝 4）、中田恭子 4）、
松井千尋 5）、延原　浩 6）、宮本真樹 7）

P-08-10��管理栄養士教育における窒息解除法を含む心肺蘇生実習の意義と1年後の定着率
相模女子大学　栄養科学部　管理栄養学会
望月弘彦

P-08-11��第11回NST専門療法士志望者対象勉強会実践報告�
受講生とNST専門療法士の運営スタッフが共に学び育つ
神奈川NST専門療法士連絡会
朝倉之基、川畑亜加里、榎原直也、森みさ子、佐藤千秋、熊谷直子、飯田純一、林　宏行、樋島　学、千葉正博、望月弘彦

P-08-12��当院における臨地実習の実状と課題
医療法人　緑水会　宜野湾記念病院　栄養科 1）、医療法人　緑水会　宜野湾記念病院　内科 2）

宮城将允 1）、湧上　聖 2）



123JSPEN2020　－第35回学術集会プログラム集－

一般演題（ポスター）09　緩和ケアと栄養療法	1	 ポスター会場①	 2月27日（木）	 9:30～10:30
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）

P-09-1� �nutritionDayでの調査結果からみた終末期癌患者の栄養療法の現状についての検討
公立学校共済組合近畿中央病院外科 1）、公立学校共済組合近畿中央病院栄養管理室 2）、公立学校共済組合近畿中央病院看護部 3）、
公立学校共済組合近畿中央病院薬剤部 4）、公立学校共済組合近畿中央病院内分泌内科 5）

武元浩新 1）、門　敦子 2）、木谷博代 3）、赤代祥子 3）、半蔀枝津子 3）、勝浦知恵 4）、水野純男 4）、村井良平 4）、鄧　傑之 1）、斎藤　博 5）、
高地　耕 1）

P-09-2� �介護保険施設における看取り介護の栄養管理の現状～終末期の栄養管理に関するアンケートより～
ＪＡ愛知厚生連稲沢厚生病院　栄養科 1）、ＪＡ愛知厚生連稲沢厚生病院　薬剤部 2）、ＪＡ愛知厚生連稲沢厚生病院　看護部 3）、
ＪＡ愛知厚生連稲沢厚生病院　内科 4）、ＪＡ愛知厚生連稲沢厚生病院　外科 5）、美作大学短期大学部　栄養学科 6）

森　茂雄 1）、金神有里 1）、中島里奈 1）、鈴木祥子 1）、櫻井英俊 2）、中本加純 3）、佐橋秀典 4）、伊藤浩一 5）、橋本　賢 6）

P-09-3� �緩和ケア病棟におけるがん終末期患者の経口摂取維持に影響を与える因子の検討
社会福祉法人恩賜財団済生会神奈川県病院栄養科 1）、社会福祉法人恩賜財団済生会神奈川県病院緩和ケア科 2）、東京医療保健大学大学院 3）

人見加奈子 1,3）、戸田陽子 2）、小西敏郎 3）、谷口英喜 3）

P-09-4� �在宅がん患者の人生の最終段階における歯科訪問診療の取り組み
日本歯科大学口腔リハビリテーション科 1）、日本歯科大学口腔リハビリテーション多摩クリニック 2）、
日本歯科大学大学院生命歯学研究科臨床口腔機能学 3）

五十嵐公美 1,2）、菊谷　武 2,3）、矢島悠里 1,2）、佐川敬一朗 1,2）、古屋裕康 1,2）、仲澤裕次郎 1,2）、尾関麻衣子 1,2）、戸原　雄 1,2）

P-09-5� �早期ダイアローグと未来語りのダイアローグの緩和医療栄養療法への導入の試み
埼玉成恵会病院　外科 1）、埼玉成恵会病院　看護部 2）、埼玉成恵会病院　薬剤科 3）、埼玉成恵会病院　栄養科 4）

清水広久 1）、竹内一浩 3）、足立美千代 2）、岩田真理子 4）

P-09-6� �EOLを考慮した体組成と血中栄養指標による重症慢性期長期臥床患者の栄養評価の特徴
独立行政法人国立病院機構釜石病院栄養管理室 1）、独立行政法人国立病院機構釜石病院リハビリテーション科 2）

渡邉一礼 1）、津田朱里 1）、土肥　守 2）

P-09-7� �当院での人工栄養選択状況と課題
聖フランシスコ病院　リハビリテーション科
青木玲子

P-09-8� �がん終末期患者におけるポリファーマシーの現状と課題
日本赤十字社長崎原爆病院　薬剤部 1）、日本赤十字社長崎原爆病院　内分泌・代謝内科 2）、日本赤十字社長崎原爆病院　緩和ケア内科 3）

川尻さおり 1）、杉本庸子 1）、森　芙美 2）、藤田成裕 2）、高谷　洋 3）、池田能利子 1）

P-09-9� �投与経路変更や構造特性の問題によるオピオイドスイッチングを回避するための剤形特性を活かした服薬支援
霧島市立医師会医療センター　薬剤部
岸本　真

P-09-10��終末期がん患者における輸液療法の調査
庄原赤十字病院薬剤部
板倉朋子、森瀧祐介

P-09-11��がん終末期における輸液実態調査
兵庫県立淡路医療センター　薬剤部
岡田悠加、田中将太、陣田剛志、仲野笑美、大前隆広、佐倉小百合、上田里恵

P-09-12��悪液質の制御にEPA・DHA配合栄養補助食品が有効であった超高齢口腔癌患者の1例
中濃厚生病院歯科口腔外科 1）、中濃厚生病院救命救急センター 2）、中濃厚生病院外科 3）

林　　樹 1）、勝木竜介 2）、仲田和彦 3）

一般演題（ポスター）10　栄養管理における薬物治療	 ポスター会場①	 2月27日（木）	 14:00～15:00
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）

P-10-1� �多剤併用指標および栄養指標の収集自動化システムの開発と薬学的介入への応用
公益財団法人　近江兄弟社　ヴォーリズ記念病院
新庄安宏、服部加奈、園山莉加、北川智砂、新庄摩耶子

P-10-2� �経管栄養患者を対象とした持参薬の調査
近江八幡市立総合医療センター　薬剤部
茂森（小西）実可子、山本圭恵
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P-10-3� �ポリファーマシーの実態と薬剤がアルブミン値に与える影響（第2報）
株式会社日立製作所日立総合病院　薬務局 1）、株式会社日立製作所日立総合病院　消化器内科 2）、
株式会社日立製作所日立総合病院　栄養科 3）

四十物由香 1）、鴨志田敏郎 2）、小川竜徳 1）、阿部春果 1）、鈴木俊一 1）、鈴木薫子 3）、齋藤祥子 1）、青山芳文 1）

P-10-4� �ケトン食療法がもたらす抗てんかん薬および他の薬剤数への影響について
国立病院機構　静岡てんかん・神経医療センター　薬剤部
矢嶋隆宏

P-10-5� �抗精神病薬の種類が摂食・機能的自立度に与える影響
医療法人社団　和楽仁　芳珠記念病院　NST
西出直人、坂下理香、中川貴史

P-10-6� �横浜新都市脳神経外科病院における薬剤部と栄養科の情報共有の必要性についての検討
横浜新都市脳神経外科病院　薬剤部 1）、横浜新都市脳神経外科病院　栄養科 2）

福山雄大 1）、滝上裕一 1）、森　陽香 2）、青山愛果 2）、後藤卓哉 1）

P-10-7� �重症新進障害児者における栄養管理カルニチン欠乏症��～カルニチン補充・維持方法の検討～
枚方療育園
阿部あやこ、上村由美、蔀香代子

P-10-8� �半夏厚朴湯が奏功した嚥下機能障害の2例
唐津赤十字病院
林田ひとみ、佐伯文子、岩﨑里恵、神谷尚彦

P-10-9� �腎機能が低下している低アルブミン（Alb）血症の高齢者に対する必須アミノ酸製剤の効果
岐阜勤労者医療協会　みどり病院　薬剤部
今西正人

P-10-10� �回腸人工肛門造設後に高カリウム血症を呈し、Ca型イオン交換樹脂製剤が無効であった一例
秀和総合病院　薬剤部 1）、秀和総合病院　看護部 2）、秀和総合病院　外科 3）、秀和総合病院　消化器内科 4）

中島輝一 1）、青木有香 2）、桑原　博 3）、鈴木壱知 4）、五関謹秀 3）

P-10-11� �酢酸亜鉛水和物製剤の適正使用に関する検討
福井大学医学部附属病院薬剤部 1）、福井大学医学部附属病院栄養部 2）、福井大学医学部附属病院検査部 3）、
福井大学医学部附属病院がん診療推進センター 4）、福井大学医学部がん専門医育成推進講座 5）

斎木明子 1）、前田彩菜 1）、森田陽介 1）、清川真美 1）、小島すみれ 1）、早瀬美香 2）、岸下宏美 2）、北山富士子 2）、橋本儀一 3）、廣野靖夫 4）、
片山寛次 5）

一般演題（ポスター）11　嚥下障害	1	 ポスター会場①	 2月27日（木）	 15:30～16:30
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）

P-11-1� �誤嚥性肺炎患者の退院に影響を及ぼす因子の検討
独立行政法人国立病院機構浜田医療センター
龍里智子

P-11-2� �在宅医療における認知症嚥下障害患者のターミナルか否かは嚥下治療と栄養療法で決まる
きらり健康生活協同組合　上松川診療所　歯科口腔外科
原　純一

P-11-3� �在宅とつながり口から食べることを支える
香川医療生活協同組合　髙松平和病院　看護部 1）、香川医療生活協同組合　髙松平和病院　食養科 2）、
香川医療生活協同組合　髙松平和病院　医局 3）

藤澤美江 1）、稲井里帆 1）、石丸彩香 1）、船本　忍 2）、豊岡志帆 3）

P-11-4� �当クリニックにおける在宅療養患者に対する摂食支援の実態
日本歯科大学口腔リハビリテーション多摩クリニック 1）、日本歯科大学大学院生命歯学研究科　臨床口腔機能学 2）

古屋裕康 1）、佐川敬一朗 1）、矢島悠里 1）、五十嵐公美 1）、戸原　雄 1）、田村文誉 1）、菊谷　武 1,2）

P-11-5� �中山間地域における完全側臥位法の実践～超高齢化地域に活かす継続と移行のマネジメント
社会医療法人石州会　六日市病院　リハビリテーション室 1）、社会医療法人石州会　六日市病院　NST 2）、
社会医療法人石州会　六日市病院　栄養管理室 3）、社会医療法人石州会　六日市病院　診療部 4）

中野達也 1,2）、中岡史麻利 1）、堀尾弥生 1）、龍末彰範 1）、名畑光穂 2,3）、山下祥恵 2,3）、安　浩義 2,4）

P-11-6� �嚥下障害を有する在宅患者に対する訪問栄養指導�～症例報告～
神戸朝日病院　栄養科 1）、神戸朝日病院　消化器内科 2）

小山徐奈 1）、金　秀基 2）、合田敬子 1）、昌山由香 1）
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P-11-7� �嚥下機能評価は良好であったDLB患者の経口摂取が困難となった2症例についての報告
独立行政法人地域医療機能推進機構　群馬中央病院
山口雅代

P-11-8� �皮膚筋炎合併胃癌の再発により嚥下機能障害が増悪し栄養管理に難渋した1例
高知大学　医学部　外科学講座　外科1 1）、高知大学　医学部　医療学講座　医療管理学分野 2）

並川　努 1）、前田将宏 1）、横田啓一郎 1）、谷岡信寿 1）、福留惟行 1）、岩部　純 1）、宗景匡哉 1）、上村　直 1）、前田広道 1）、辻井茂宏 1）、
北川博之 1）、岡本　健 2）、小林道也 2）、花崎和弘 1）

P-11-9� �炭酸ランタン水和物チュアブル錠の食道異物により食欲低下を認めた高齢透析患者の一例
国際親善総合病院　腎臓・高血圧内科 1）、外科 2）、看護部 3）、薬剤部 4）、栄養科 5）

千葉恭司 1）、佐藤道夫 2）、髙橋貴美 3）、影澤美佐子 3）、川島由樹 4）、鈴木洋平 4）、伊藤真奈 5）、大西美菜子 5）、遠藤路子 5）、高澤康子 5）

P-11-10� �低カリウム血症に起因する横紋筋融解症による嚥下障害の一例
社会医療法人禎心会　札幌禎心会病院　リハビリテーション部 1）、社会医療法人禎心会　札幌禎心会病院　ＮＳＴ 2）

走上ひとみ 1,2）、中村誠志 2）、角　直子 2）

一般演題（ポスター）12　周術期の栄養管理	1	 ポスター会場②	 2月27日（木）	 9:30～10:30
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）

P-12-1� �食道癌術後の栄養管理における経腸栄養法の検討
大崎市民病院外科 1）、大崎市民病院腫瘍内科 2）、大崎市民病院NST 3）、大崎市民病院栄養管理部 4）

髙橋一臣 1）、神波力也 1）、高橋義和 2）、茂住武尊 1）、昆　智美 1）、大橋みつほ 3）、林　智子 3）、中島朝陽 3）、佐々木達也 4）

P-12-2� �噴門側胃切除術におけるダブルトラクト再建法および腸瘻造設の有用性
八尾市立病院　外科 1）、八尾市立病院　消化器内科 2）、八尾市立病院　栄養科 3）、八尾市立病院　看護科 4）、八尾市立病院　薬剤部 5）

木戸上真也 1）、瀬川朋未 2）、早川裕起子 3）、中谷摩利子 4）、岸本幸次 5）、田村茂行 1）

P-12-3� �胃癌全摘後縫合不全に対し腸瘻造設にて長期栄養管理が可能であった1例
鹿児島県立大島病院　外科
川越浩輔、恵　浩一、平野拓郎、橋口真征、衣裴勝彦、石神純也

P-12-4� �大腸癌手術における栄養サポート体制の充実前後の比較調査
社会福祉法人京都社会事業財団京都桂病院　栄養科 1）、外科 2）、乳腺科 3）、消化器内科 4）、クリニカルパス事務局 5）

池田芙美 1）、田畑直子 1）、川手由香 1）、濱洲晋哉 2）、松谷泰男 3）、安　英男 2）、本田真子 1）、筒井未季 1）、畦地英全 4）、西躰隆太 2）、田村奈々 1）、
稲田望来 1）、山本幸代 5）

P-12-5� �低栄養状態の大腸癌患者の術前栄養状態改善に介入した1症例
千葉市立海浜病院NST 1）、薬剤部 2）、内科 3）、外科 4）、栄養科 5）、臨床検査科 6）、看護部 7）

村上千晴 1,2）、川名秀俊 1,3）、小山祥子 1,5）、鈴木一平 1,5）、橋場礼陽 1,2）、庄野勝浩 1,6）、樋口智也 1,7）、鈴木薫代 1,7）、町田裕子 1,7）、相田俊明 1,4）

P-12-6� �膵頭十二指腸切除術後、栄養管理に難渋した一例
公益財団法人　浅香山病院　栄養科 1）、看護部 2）、薬剤部 3）、臨床検査部 4）、リハビリテーション科 5）、歯科 6）、外科 7）

濱野一起 1）、田中利和 2）、大掛哲平 2）、宮本理英子 3）、長井絵里子 3）、北川富規子 4）、片倉律子 5）、上野雅広 5）、森　　広 6）、坂田親治 7）

P-12-7� �膵頭十二指腸切除術後に経鼻経管栄養を要した症例の検討
独立行政法人労働者健康安全機構　大阪労災病院　栄養管理部 1）、外科 2）、糖尿病内科 3）

竹谷耕太 1）、西條　豪 1）、岡本朋美 1）、堂前理紗子 1）、松本聖美 1）、藤野滉平 1）、山本真由 1）、左手裕美 1）、竹内裕貴 1）、古賀陸人 2）、
辻江正徳 2）、大橋　誠 3）

P-12-8� �膵頭十二指腸切除術後の縫合不全に対して、アバンド使用及び栄養管理が有効であった一例
京都岡本記念病院　栄養管理科 1）、糖尿病内分泌内科 2）、腎臓内科 3）、看護部 4）、薬剤部 5）、リハビリテーション科 6）、診療事務課 7）、
臨床検査科 8）

塩飽啓介 1）、西川里絵 1）、貴志明生 2）、西村昌秦 3）、佐々野美枝 4）、湯本恭子 4）、西　友典 4）、西本好児 5）、桒山夏子 6）、徳永健太郎 6）、
塩見由香里 7）、平岡大知 8）

P-12-9� �膵頭十二指腸切除の周術期における体重減少の検討
広島市立安佐市民病院　消化器外科 1）、広島市立安佐市民病院　薬剤部 2）、広島市立安佐市民病院　栄養室 3）

小橋俊彦 1）、徳本憲昭 1）、加納幹浩 1）、渡辺　篤 2）、保本梨沙 3）、中佐庸子 3）

P-12-10� �穿孔性S状結腸憩室炎術後離開創に対し多職種介入により治癒し得た１例
杏林大学医学部消化器・一般外科 1）、杏林大学医学部形成外科・美容外科 2）、杏林大学医学部糖尿病・内分泌・代謝内科 3）、
杏林大学看護部 4）、杏林大学薬剤部 5）、杏林大学リハビリテーション室 6）、杏林大学栄養部 7）

小嶋幸一郎 1）、塚田美裕 7）、林　良幸 6）、千野貴子 5）、清水孝一 5）、中村みゆき 4）、丹波光子 4）、津村哲郎 3）、大浦紀彦 2）



126 JSPEN2020　－第35回学術集会プログラム集－

P-12-11� �直腸癌括約筋間直腸切除術後の排便障害に栄養治療が有効であった1例
東邦大学医療センター大森病院　栄養部 1）、東邦大学医療センター大森病院　栄養治療センター 2）、
東邦大学医療センター大森病院　看護部 3）、東邦大学医療センター大森病院　一般 ･消化器外科 4）

古田　雅 1,2）、鷲澤尚宏 1,2）、甲田貴丸 4）、金子奉暁 4）、守口淳子 3）、斎藤容子 3）、保刈伸代 3）、五月女祐一 1）、下田正人 1）、船橋公彦 4）

一般演題（ポスター）13　がん患者の栄養評価	1	 ポスター会場②	 2月27日（木）	 14:00～15:00
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）

P-13-1� �高齢男性胃癌患者における術前筋肉量と治療成績の関連
大阪市立総合医療センター　消化器外科
櫻井克宣、久保尚士、玉森　豊、青松直撥、西居孝文、日月亜紀子、前田　清

P-13-2� �緊急入院時における頭頸部がん患者の栄養状態に関する調査
公益財団法人　がん研究会有明病院　看護部
望月淑子、高木　文、磯野香織

P-13-3� �当院における頭頚部癌患者の栄養管理状況について
東京慈恵会医科大学附属第三病院NST 1）、東京慈恵会医科大学附属第三病院栄養部 2）

山本恵美 1）、田部井功 1）、友野義晴 2）、石川幹子 1）、栗原香織 1）、髙橋苑子 1）、遠藤彰一郎 1）、山下　茜 1）、山田高広 1）、小沼宗大 2）、
平本　淳 1）

P-13-4� �頭頸部がん術後における簡易型自記式食事歴法質問票（BDHQ）を用いた評価に関する研究
東京医科歯科大学医歯学総合研究科顎顔面補綴学分野
村瀬　舞、谷　皇子、隅田由香

P-13-5� �残膵残胃全摘を施行した膵体部癌の一例
長野市民病院　診療技術部　栄養科 1）、診療部　肝胆膵外科 2）、看護部 3）、臨床検査科 4）、薬剤部 5）、歯科口腔外科 6）

春原ゆかり 1）、小池泰子 1）、関　仁誌 2）、小林　香 3）、近藤奈美 3）、駒津睦子 3）、小林宏正 4）、町田典子 5）、倉澤寛美 6）

P-13-6� �胃がん手術症例における栄養指標と予後の後ろ向き検討
済生会高岡病院
堀　亮太、大澤宗士、吉田　徹

P-13-7� �胃癌術後患者における入院から外来への継続栄養指導の効果
半田市立半田病院　栄養科 1）、半田市立半田病院　脳神経外科 2）、半田市立半田病院　糖尿病内分泌代謝科 3）、半田市立半田病院　薬剤科 4）、
半田市立半田病院　中央臨床検査科 5）、半田市立半田病院　看護局 6）、半田市立半田病院　リハビリテーション科 7）

粕壁美佐子 1）、栗本太志 2）、足立浩一 3）、野崎達也 4）、森本奈津代 5）、松田朋子 6）、菜切秀行 7）

P-13-8� �噴門側胃切除後の空腸間置再建と食道残胃吻合の術後栄養状態の比較
近畿大学奈良病院　消化器外科
額原　敦、福田周一、辻本智之、日向　聖、木谷光太郎、橋本和彦、石川　原、肥田仁一、湯川真生、井上雅智

P-13-9� �がん専門病院における膵術前患者のGLIM�criteriaを用いた栄養状態の検討
神奈川県立がんセンター　栄養管理科 1）、神奈川県立がんセンター　消化器外科 2）

秋山紘槻 1）、伊藤洋平 1）、田中明美 1）、平山麻実子 1）、村松美穂 1）、藤井理恵薫 1）、尾形高士 2）

P-13-10� �筋肉量からみた80歳以上の高齢者に対する膵頭十二指腸切除術の治療成績
一般財団法人　脳神経疾患研究所　附属　総合南東北病院　外科
鈴木伸康、滝田貴義、橋本知美、水野理沙、森　隆志、折内英則、佐藤茉文、石川ゆかり

P-13-11� �当院にて膵頭十二指腸切除術と膵体尾部切除術を施行した患者の栄養状態の差異についての検討
済生会新潟病院 1）、NST 2）、看護部 3）、外科 4）、栄養科 5）、薬剤部 6）

佐野和美 1,2,3）、小川　洋 1,2,4）、津野菜津美 1,2,5）、杉山かえで 1,2,5）、鈴木光幸 1,2,6）、酒井靖夫 1,2,4）

P-13-12� �大腸癌に対するFOLFOXIRI療法における栄養評価
金沢大学附属病院　消化器・腫瘍・再生外科
中村慶史、寺井志郎、蒲田亮介、斎藤裕人、岡崎充善、大畠慶直、真橋宏幸、岡本浩一、中沼伸一、牧野　勇、木下　淳、田島秀浩、
二宮　致、伏田幸夫、太田哲生

一般演題（ポスター）14　がん患者の栄養管理	1	 ポスター会場②	 2月27日（木）	 15:30～16:30
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）

P-14-1� �舌癌術後における食事の摂取状況についての検討
大阪歯科大学附属病院　NST 1）、口腔外科第1科 2）、栄養部 3）、薬剤科 4）、高齢者歯科学講座 5）、歯科衛生部 6）、中央臨床検査部 7）、内科 8）、
口腔外科第2科 9）

辻　　要 1,2）、宮永史子 1,8）、保田紀子 1,3）、野木弥栄 1,4）、楠　尊行 1,5）、國嶋愛美 1,6）、斉藤亜由美 1,7）、中嶋正博 9）
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P-14-2� �食道癌患者における高カロリー輸液から経口摂取移行、自宅退院への取り組み
医療法人りんどう会　向山病院
坂本陽子、大岸亮太

P-14-3� �食道癌術後における腸瘻を用いた在宅栄養管理の長期継続に向けた取り組み
八尾市立病院　看護部 1）、栄養科 2）、薬剤部 3）、消化器内科 4）、外科 5）

中谷摩利子 1）、木戸上真也 5）、早川裕起子 2）、岸本幸次 3）、瀬川朋未 4）、田村茂行 5）

P-14-4� �食道癌術後で経口摂取の自己管理が困難な症例における対応と課題
東京慈恵会医科大学附属病院栄養部 1）、東京慈恵会医科大学附属病院消化器外科 2）

小林明美 1）、西川勝則 2）、野村佳子 1）、渡辺裕子 1）、福士朝子 1）、濱　裕宣 1）、湯田匡美 2）、谷島雄一郎 2）、矢永勝彦 2）

P-14-5� �胃全摘術後食欲不振に対し六君子湯が有効であった１症例
戸塚共立第1病院NST　薬剤科 1）、戸塚共立第2病院 2）

池田未希 1）、土岐　彰 2）

P-14-6� �狭窄を来した胃癌患者に対して経鼻空腸チューブ栄養下で化学療法施行し一時的に経口摂取が可能となった一例
地方独立行政法人福岡市立病院機構　福岡市民病院　NST 1）、地方独立行政法人福岡市立病院機構　福岡市民病院　消化器内科 2）

髙橋俊介 1,2）、岩尾梨沙 2）、野田英一郎 1）、長野祐久 1）、坂井義之 1）、荒殿ちほ子 2）、大山明子 1）、白石直美 1）、片岡愛子 1）、藤原奈美枝 1）

P-14-7� �継続的な栄養指導介入により栄養状態の改善に繋がった胃癌患者の1症例
八王子消化器病院　栄養科 1）、八王子消化器病院　消化器外科 2）、八王子消化器病院　消化器内科 3）、八王子消化器病院　ＭＥ科 4）、
八王子消化器病院　臨床検査科 5）

髙橋哲也 1）、小池伸定 2）、森下慶一 3）、草山　恵 1）、林　良宏 1）、渡邉　咲 1）、水内由香 1）、小松衿奈 1）、髙﨑直哉 4）、鶴巻啓子 5）

P-14-8� �胃癌術後患者への外来栄養食事指導についての検討
国立病院機構渋川医療センター 1）、国立がん研究センター東病院 2）

長澤沙央里 1）、桒名未来 2）、保田美穂 1）、須永将広 1）、小林光伸 1）、合田　司 1）

P-14-9� �胃切除患者に対する継続的栄養指導について
昭和伊南総合病院　臨床栄養科 1）、昭和伊南総合病院　外科 2）

小松原沙織 1）、井口幸子 1）、利根川恵美子 1）、北原弘恵 2）、吉村昌紀 2）、阿藤一志 2）、森川明男 2）

P-14-10� �膵頭十二指腸切除術を受ける癌患者の術後回復に向けた多職種連携チームの介入
長岡赤十字病院
若林由紀子、田口佳和、林　大輝、皆川昌広、内藤哲也、中原啓智、金田　聡

P-14-11� �大腸癌切除患者における免疫賦活剤術前投与の有用性について
朝日大学病院　栄養管理部　栄養管理室 1）、朝日大学病院　外科 2）

淺野一信 1）、高橋貞子 1）、青木百合 1）、脇田昌子 1）、山田真実 1）、久米　真 2）

P-14-12� �癌性悪液質を伴う右足皮膚癌に対し早期からNSTが介入しQOLの改善が得られた1例
独立行政法人国立病院機構　仙台医療センター　皮膚科 1）、独立行政法人国立病院機構　仙台医療センター　NST 2）

飯澤　理 1）、小原　仁 2）、佐々木里紗 2）

一般演題（ポスター）15　NST	1	 ポスター会場②	 2月27日（木）	 9:30～10:30
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）

P-15-1� �当院の栄養管理の現状と課題
西能みなみ病院　看護部
南　峰子

P-15-2� �当院のNST活動の現状と課題について
JCHO宮崎江南病院
山﨑里織、本吉佳世、伊東健一、松尾剛志、白尾一定

P-15-3� �当院におけるNST活動の現状と課題
医療法人社団美心会黒沢病院
荻原代江、中山　歩

P-15-4� �当院におけるNST活動の現状
市立釧路総合病院
横山早百合、東村加笑、城　詢子、須田静江、佐藤方彦、中谷紀之、福田直也

P-15-5� �当院におけるNST活動の現状と課題～第2報～
（医）真生会　真生会富山病院　NST
結川美帆、本藤有智、真野鋭志
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P-15-6� �当院のNST活動の変化
府中恵仁会病院　外科 1）、府中恵仁会病院　栄養科 2）、府中恵仁会病院　看護部 3）、府中恵仁会病院　リハビリテーション部 4）、
府中恵仁会病院　薬剤部 5）、府中恵仁会病院　臨床検査部 6）

山本訓史 1）、千田加代子 2）、松田直樹 4）、比嘉　歩 3）、小木曽朋子 5）、梅澤郷美 6）

P-15-7� �当院におけるＮＳＴ介入状況と今後の課題
三豊総合病院　NST
福田　絹、三河麻里、高橋朋美、小西ひろこ、大久保伴子、守谷正美、近藤宏樹、高原紗知子、篠永　浩、山地瑞穂、合田佳史、後藤拓朗、
遠藤　出

P-15-8� �当院におけるNST介入基準改定後の現状と課題
医療法人友愛会　盛岡友愛病院　NST
角原杏奈、吉田花雅美、中島稔也、熊谷結花、松谷英樹

P-15-9� �慢性期病院におけるNST活動の変遷と今後の展望
医療法人社団竹口病院　栄養科 1）、リハビリ科 2）、内科 3）

清水雅美 1）、宮原百々子 1）、清水　俊 2）、寺田　穣 3）

P-15-10� �NSTの取り組みと活動の現状
鳥取県済生会境港総合病院　看護部 1）、鳥取県済生会境港総合病院　栄養管理室 2）、鳥取県済生会境港総合病院　内科 3）

鹿島京子 1）、松本小枝 1）、島田加代子 2）、福井和佳子 3）

P-15-11� �当院重症系病棟における急性期栄養サポートチームの活動について
国立国際医療研究センター栄養サポートチーム（NCGM-NST）
岡本竜哉、丸山紗季、原　英子、大胡麻里子、月坂裕里加、岡本真由美、田中志穂、笹井恵美子、大橋恵里、金森功次、大澤　愛、
佐藤ソメヨ、柴田有希子、江頭有一、山田和彦

P-15-12� �当院におけるチーム医療システムを活用した癌患者に対するNSTの取り組みについて
市立室蘭総合病院　栄養科 1）、市立室蘭総合病院　NST 2）

平岡彩子 1,2）、宇野智子 2）、関川由美 1,2）、林　元子 1,2）、星野裕子 1,2）、早坂ゆかり 1,2）、城前有紀乃 1,2）、浅野由美子 2）、中田知美 2）、
岩城　薫 2）、吉田倫子 2）、横田奏平 2）、前田有一郎 2）、佐々木賢一 2）

一般演題（ポスター）16　NST	2	 ポスター会場②	 2月27日（木）	 14:00～15:00
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）

P-16-1� �CONUT法をもとに検討した当院NST活動
金沢赤十字病院NST
二上文夫、畳谷佳恵、西　真希、中澤有希、高畑和美、大川浩子

P-16-2� �排便記入統一化に向けた取り組み～ブリストルスケールを導入して～
国保水俣市立総合医療センター　看護部 1）、国保水俣市立総合医療センター　栄養科 2）

華野美弥 1）、白坂亮子 1）、千原みどり 1）、山之口百合美 2）

P-16-3� �NST回診におけるレーダーチャートを用いた評価の検討
国家公務員共済組合連合会　横浜南共済病院NST
伊藤豊高、鈴木則子、小野美穂、三浦広美、島根優子、徳島真弓、佐藤　剛、岩崎正宏、小野田素大、白取裕子、木元貴之、鈴木　淳、
佐伯博行、岡田雅仁

P-16-4� �低栄養リスク保有者抽出の為の低アルブミン患者一覧にBMIを組み合わせる必要性の検討
社会医療法人将道会　総合南東北病院　栄養サポートチーム 1）、社会医療法人将道会　総合南東北病院　脳神経外科 2）、
社会医療法人将道会　総合南東北病院　栄養管理課 3）

吉田あずさ 1）、風間　健 2）、曵地　望 3）

P-16-5� �当院の栄養スクリーニングの検討　～簡易栄養状態評価表（MNA-SF）を使用して～
北海道大野記念病院　栄養管理部 1）、耳鼻咽喉・頭頸部外科 2）

高橋　瞳 1）、今野信宏 2）、加賀谷真緯 1）、庄司祐美 1）

P-16-6� �栄養指標GNRIを用いた当院でのSGAとの比較検討
厚生連豊栄病院　栄養科 1）、厚生連豊栄病院　看護部 2）、厚生連豊栄病院　内科 3）

平山拓郎 1）、永田紀子 2）、小林　真 3）

P-16-7� �当院におけるCONUT変法の有用性の検討
多根総合病院　医療技術部　栄養管理部門 1）、医療技術部　中央検査部門 2）、医療技術部　歯科衛生部門 3）、医療技術部 4）、薬剤部 5）、
看護部 6）、歯科 7）、リハビリテーション科 8）、外科 9）

山本啓太 1）、野口佳子 1）、荒金和歌子 1）、石川真美 1）、園田恵梨 1）、福谷吏輝丸 2）、平山美環 3）、竹浦久司 4）、南口勇人 5）、松浦大輔 5）、
佐々木愛実 6）、岡本美樹 7）、黒田百合 8）、廣岡紀文 9）
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P-16-8� �経腸栄養患者の下痢に対するフローチャートの作成
新松戸中央総合病院　栄養科
山本糸織、森有里沙

P-16-9� �脳卒中特化NST「ストロークNST」の介入時期による集団的特徴の検討
社会医療法人　桑名恵風会　桑名病院　NST
遠藤沙保里、渡邉里美、小林果歩、近藤舞子、井川　望、福田成美、渡邊知子、森田幸太郎、榊原年宏

P-16-10� �ストロークNST導入によるアルブミン値/予後栄養指数と在院日数へ影響
社会医療法人桑名恵風会桑名病院　NST
小林果歩、榊原年宏、森田幸太郎、渡邊知子、福田成美、近藤舞子、小林昌子、遠藤沙保里、井川　望、渡邉里美

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	 ポスター会場②	 2月27日（木）	 15:30～16:30
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）

P-17-1� �間接熱量計（CARESCAPE�TM�ベッドサイドモニタB650）の使用経験
近畿大学奈良病院栄養部 1）、近畿大学奈良病院救命救急科 2）

平田幸一郎 1）、菅野真美 1）、鷹羽淨顕 2）、北澤康秀 2）

P-17-2� �頭頚部癌患者における間接熱量計を用いた安静時エネルギー消費量の変化についての検討
東京医科歯科大学大学院顎顔面補綴学分野
谷　皇子、村瀬　舞、隅田由香

P-17-3� �NSTスクリーニングにおけるM-SGAとGLIMcriteria
イムス富士見総合病院　栄養科 1）、イムス富士見総合病院　NST 2）

鈴木彩加 1）、西澤明日香 1）、鈴木義隆 2）、土屋宗周 1）

P-17-4� �当院における栄養指標の測定頻度
NHO　医王病院　NST
中西　香、酒井友梨子、宮崎香緒里、林　瑶子、大月慎之助、木田由貴子、新本美智代、倉野正志、脇坂晃子、石田千穂

P-17-5� �血清クレアチニン値から筋萎縮性側索硬化症(ALS)患者の栄養管理を考える
大分県勤労者医療生活協同組合大分協和病院 1）、大分県病院薬剤師会　栄養輸液研修会委員会 2）、
医療法人財団緑秀会　田無病院　教育・研究担当 3）

野田　武 1,2）、高瀬麻以 3）、阿部浩子 3）、上坂英二 3）

P-17-6� �高齢低栄養入院患者における経口栄養補助食品投与のCONUT法による評価と短期予後との関連
社会医療法人　鶴谷会鶴谷病院　栄養部 1）、社会医療法人　鶴谷会鶴谷病院　看護部 2）、社会医療法人　鶴谷会鶴谷病院　薬剤部 3）、
社会医療法人　鶴谷会鶴谷病院　リハビリテーション部 4）、社会医療法人　鶴谷会鶴谷病院　医局 5）

山下結花 1）、小此木千絵 1）、竹野良子 1）、齋藤眞里子 2）、中村春菜 2）、竹内恵美 2）、保泉里美 2）、竹澤花奈 3）、加藤静子 3）、塚越美貴 4）、
長沼文雄 5）、鶴谷英樹 5）

P-17-7� �「カロリー」概念に対する疑問と考察
三豊総合病院
遠藤　出、後藤拓朗、篠永　浩、高橋朋美、守谷正美、大久保伴子、福田　絹、山地瑞穂、合田佳史、小西ひろ子、高原紗知子、三河麻里、
近藤宏樹

P-17-8� �膵臓手術後の膵外分泌機能検査（PFD試験）は、術後の長期栄養状態の指標となるか
東北大学病院　消化器外科学
石田晶玄、元井冬彦、青木修一、畠　達夫、伊関雅裕、高舘達之、前田晋平、有明恭平、川口　桂、水間正道、中川　圭、海野倫明

P-17-9� �入院中の体重減少が自宅復帰に及ぼす影響と体重減少の一因として考えられたミキサー食の改良について
水前寺とうや病院
藤永さやか、松永敏郎、平田史織、朝比奈直樹

P-17-10� �脂肪肝を生じた高度栄養障害の一例
医療法人伴帥会　愛野記念病院　栄養科 1）、医療法人伴帥会　愛野記念病院　内科 2）、医療法人伴帥会　愛野記念病院　薬局 3）、
医療法人伴帥会　愛野記念病院　外科 4）、医療法人伴帥会　愛野記念病院　整形外科 5）

高原由貴 1）、曽野弘士 2）、中村真知子 1）、池田春美 3）、平野憲二 4）、貝田英二 5）、前田　滋 4）

一般演題（ポスター）18　PEGと栄養	 ポスター会場②	 2月27日（木）	 9:30～10:30
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）

P-18-1� �悪性疾患にこそ“先手の胃瘻”を！～在宅医の立場から～
にのさかクリニック
二ノ坂建史
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P-18-2� �当院でNST介入を行い胃瘻造設を実施した80例に対する検討～早期介入の重要性～
市立豊中病院　栄養管理部 1）、糖尿病センター 2）、看護部 3）、消化器内科 4）、外科 5）

遠藤美智子 1）、岡内幸義 2）、竹岡　咲 1）、井上文子 1）、中井智明 1）、德田明美 3）、髙橋　啓 4）、岩澤　卓 5）

P-18-3� �早期胃瘻造設が経口摂取移行へ及ぼす影響について
医療法人青仁会　池田病院NST
重吉恭子、田中　誠、西迫直人、山中章平

P-18-4� �多職種によるNST介入を行った胃瘻造設患者の1例
松下記念病院　栄養指導室 1）、松下記念病院　看護部 2）、松下記念病院　リハビリテーション科 3）、松下記念病院　糖尿病・内分泌内科 4）

堀本智美 1）、岡田博史 4）、浅田宗隆 2）、石川なな 3）

P-18-5� �老健において多職種で胃ろうから自力での３食経口摂取までを支援した一例
介護老人保健施設　やすらぎ苑
若杉明里

P-18-6� �早期胃瘻造設が経口摂取の継続を可能にしたパーキンソン病患者の一例
洲本伊月病院リハビリテーション部
濱口達也

P-18-7� �演題取り下げ

P-18-8� �胃瘻造設患者に対するアミトリプチリン使用による唾液分泌抑制効果の検討
社会医療法人　誠光会　草津総合病院　薬剤部 1）、社会医療法人　誠光会　草津総合病院　栄養部 2）、
社会医療法人　誠光会　草津総合病院　消化器内科 3）、社会医療法人　誠光会　草津総合病院　栄養サポートチーム 4）

山岸紀子 1,4）、林　祥子 1,4）、中村　優 1,4）、中澤実紀 1,4）、帆足　萌 1,4）、布施順子 2,4）、西村直子 2,4）、島本和巳 3,4）、鷹羽頼勝 1）

P-18-9� �ADLが自立した患者の思いに寄り添った栄養投与方法により創傷治癒に至った症例
国際親善総合病院　看護部 1）、国際親善総合病院　外科 2）、国際親善総合病院　腎臓高血圧内科 3）、国際親善総合病院　栄養科 4）、
国際親善総合病院　薬剤部 5）

影澤美佐子 1）、佐藤道夫 2）、千葉恭司 3）、高橋貴美 1）、川島由樹 5）、鈴木洋平 5）、高澤康子 4）、遠藤路子 4）、伊藤真奈 4）、大西美菜子 4）

P-18-10� �胃瘻造設後の大量腹腔内出血に対し、保存的に救命できた1症例
岸和田徳洲会病院　消化器内科 1）、岸和田徳洲会病院　外科 2）、岸和田徳洲会病院　栄養科 3）、岸和田徳洲会病院　栄養サポートチーム 4）、
岸和田徳洲会　歯科口腔外科 5）

四至本貴大 1,4）、冨田雅史 2,4）、松浦　幸 1,4）、賀集のぞみ 2,4）、寺内京子 3,4）、村山　敦 4,5）、姜　良順 4,5）、藤原　琴 4）、敦見真由美 4）、
松野友佳子 4）、中村憲子 4）、正清純子 4）、高橋美帆 4）、中井千夏 4）、堀　雄介 4）

P-18-11� �経皮内視鏡的胃瘻造設術が施行困難な症例に対して腹腔鏡補助下経皮内視鏡的胃瘻造設術を施行した3例
成田赤十字病院外科 1）、成田赤十字病院NST 2）

西谷　慶 1,2）、柴田恒子 2）、川尻美和 2）、伊藤真澄 2）、須鎌　健 2）、髙田勝利 2）

P-18-12� �地域へのPTEG普及へ向けて
神戸市立西神戸医療センター看護部 1）、神戸市立西神戸医療センター消化器内科 2）

鷲尾麻紀子 1）、倉藤明子 1）、原　和也 2）、井谷智尚 2）

一般演題（ポスター）19　リハビリ栄養	1	 ポスター会場②	 2月27日（木）	 14:00～15:00
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）

P-19-1� �脳血管リハビリテーション患者における体重変化に及ぼす因子の検討
社団医療法人養生会かしま病院診療部 1）、社団医療法人養生会かしま病院看護部 2）、社団医療法人養生会かしま病院臨床検査科 3）、
社団医療法人養生会かしま病院栄養課 4）

中山文枝 1）、青木美枝子 2）、佐藤法子 2）、山田由美子 3）、増田　恵 3）、西村道明 4）

P-19-2� �大腿骨近位部骨折手術患者へのNST介入についての考察
原町赤十字病院
菅谷美希、小林　裕、植松真樹、小林信介、高橋　瞳、宮﨑友美、内田信之

P-19-3� �運動器リハビリテーション患者の嚥下調整食摂取と栄養状態の関連についての検討
ちゅうざん病院　栄養科 1）、沖縄ちゅうざん臨床研究センター 2）、愛知医科大学大学院　緩和・支持医療学 3）、
ちゅうざん病院　リハビリテーション科 4）

ブラウン章子 1）、前田圭介 2,3）、平良康子 1）、大城あゆみ 1）、島　由香 1）、北川よう 1）、翁長安李 1）、吉田貞夫 4）、末永正機 4）
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P-19-4� �人工呼吸器管理患者において早期経腸栄養が退院時のBathel�Indexに与える影響
医療法人徳洲会　岸和田徳洲会病院　リハビリテーション科 1）、
医療法人徳洲会　岸和田徳洲会病院　看護部 2）、医療法人徳洲会　岸和田徳洲会病院　栄養科 3）、
医療法人徳洲会　岸和田徳洲会病院　薬剤部 4）、医療法人徳洲会　岸和田徳洲会病院　救急科 5）、医療法人徳洲会　岸和田徳洲会病院　外科 6）

今井良英 1）、堀　雄介 1）、橋本裕子 2）、寺内京子 3）、敦見真由美 4）、中井千夏 4）、薬師寺泰匡 5）、冨田雅史 6）

P-19-5� �当院NST介入に至った心臓外科術後患者の栄養状態が歩行能力獲得に及ぼす影響について
埼玉医科大学国際医療センター　リハビリテーションセンター 1）、埼玉医科大学国際医療センター　消化器病センター 2）

三浦孝平 1）、高木敏之 1）、佐藤　弘 2）、小山　勇 2）

P-19-6� �慢性心不全を呈したフレイル患者に対するリハ栄養介入を実施した症例
関東病院　リハビリテーション科 1）、関東病院　糖尿病内科 2）、関東病院　栄養科 3）、関東病院　看護部 4）

井戸川由花 1）、藤崎公達 2）、毛利悦子 3）、落志美加 4）、成田雄一 1）、甲嶋義史 1）

P-19-7� �運動療法と栄養療法の併用で身体機能の回復を促進できたCOPDの一症例
東京都保健医療公社荏原病院リハビリテーション科
髙橋忠志

P-19-8� �高齢者2型糖尿病患者における回復期リハビリテーション時の適正エネルギー量の検討（3例）
川崎医科大学附属病院 1）、川崎医療福祉大学医療技術学部臨床栄養学科 2）

槇枝亮子 1）、本多　唯 1）、遠藤陽子 1）、寺本房子 2）

P-19-9� �透析患者の筋力低下改善に栄養補助食品リハデイズ（R)の摂取が有用であった1症例
社会医療法人　関愛会　佐賀関病院
中野広美

P-19-10� �周術期胃がん患者に対する術前の分岐鎖アミノ酸高配合ゼリー摂取が身体組成と身体機能に及ぼす影響
岐阜市民病院リハビリテーション科 1）、岐阜市民病院消化器外科 2）、岐阜市民病院麻酔科 3）、岐阜市民病院栄養管理室 4）

榊原浩次 1）、佐々木裕介 1）、山根ひろみ 1）、大串里実 1）、佐藤文則 1）、大野千種 1）、横地裕也 1）、桑原一恵 4）、飯沼宏和 3）、奥村直樹 2）、
山田　誠 2）

一般演題（ポスター）20　リハビリ栄養	2	 ポスター会場②	 2月27日（木）	 15:30～16:30
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）

P-20-1� �重度、中等度の低栄養患者の栄養状態の改善と日常生活動作との関連性について
恒生病院　リハビリテーション課 1）、恒生病院　脳神経外科 2）、恒生病院　NST 3）

堀家章宏 1,3）、田村昌吾 2）

P-20-2� �回復期リハビリ病棟におけるロイシン・シトルリン高含有補助食品導入後の運動機能，認知機能への影響
社会福祉法人恩賜財団済生会山形済生病院　リハビリテーション部 1）、栄養部 2）

酒井久美子 1）、津田律子 2）、柴田裕司 2）

P-20-3� �急性期病棟入院期間中のBMIの変化が回復期リハ病棟入棟後のADLに与える影響について
医療法人社団浅ノ川　浅ノ川総合病院　リハビリテーションセンター 1）、医療法人社団浅ノ川　浅ノ川総合病院　薬剤部 2）

渡邉　亨 1）、東敬一朗 2）、山崎芳恵 1）、紺野なぎさ 1）、畠山幸夫 1）

P-20-4� �回復期リハ病棟の脳卒中患者における入棟早期の栄養状態は身体活動量に影響するか
九州栄養福祉大学　リハビリテーション学部 1）、桜十字福岡病院　リハビリテーション科 2）

早川智之 1）、吉村雅史 2）、有薗瑳紀 2）、佐藤　匠 2）、久保田勝徳 2）、遠藤正英 2）

P-20-5� �回復期リハビリテーション病棟入院中患者における、BMI、栄養評価、骨格筋量の推移
紀南病院組合立紀南病院リハビリテーション科 1）、紀南病院組合立紀南病院栄養室 2）、紀南病院組合立紀南病院薬剤部 3）、
紀南病院組合立紀南病院外科 4）

山中　学 1）、沢田浩一 2）、間下哲也 3）、須崎　真 4）

P-20-6� �回復期リハビリテーション病棟の入院患者におけるBMI及び体重変化の状況についての調査
市立御前崎総合病院　栄養科
塚本かなる

P-20-7� �回復期リハビリテーション病棟における運動器疾患患者のADLと栄養状態の関連
医療法人悠紀会　悠紀会病院　診療部　リハビリテーション科 1）、愛知医科大学大学院　緩和・支持医療学 2）、
医療法人悠紀会　悠紀会病院　内科 3）、医療法人悠紀会　悠紀会病院　循環器内科 4）、医療法人悠紀会　悠紀会病院　診療部　栄養管理科 5）

郡山大介 1）、前田圭介 2）、紫藤忠博 3）、古森顕一 4）、古賀標志 5）

P-20-8� �回復期リハビリテーション病棟における脊椎椎体骨折患者の入院時筋力は退院時身体自立度と関連する
サンライズ酒井病院 1）、熊本リハビリテーション病院 2）

永岡せい子 1）、吉村芳弘 2）、日野良美 1）
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P-20-9� �当院におけるリハ栄養の現状ー急性期病棟から回復期リハ病棟の栄養管理についてー
前橋赤十字病院NST
涌沢智子、棚橋由佳、小倉美佳、阿美古菜摘、大澤淳子、松本知沙、小原陽子、町田友里恵、阿部克幸、荒川和久

P-20-10��回復期リハビリテーション病棟でのリハ栄養チームの取り組み～介入前後での身体・栄養学的指標への影響～
大宮共立病院　第一診療部　リハビリテーション科
青木　遼

P-20-11��回復期病棟における患者食堂の取り組みについて
医療法人社団KNI　北原リハビリテーション病院 1）、医療法人社団KNI　北原国際病院 2）

内山亜希子 1）、清水哲平 2）、野澤雅美 2）

P-20-12��リハビリテーション栄養の取り組みからみえてきた課題　～リハビリテーション栄養における看護師の役割～
独立行政法人国立病院機構浜田医療センター
藤原千秋

一般演題（ポスター）21　口腔ケア（歯科との連携）1	 ポスター会場②	 2月27日（木）	 9:30～10:30
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）

P-21-1� �当院で歯科的介入を行ったNST対象患者の現状
公立甲賀病院　栄養管理課 1）、歯科 2）、薬剤部 3）、リハビリテーション課 4）、看護部 5）、臨床検査課 6）、内科 7）

丸山瑠里恵 1）、玉木裕子 2）、木田有日子 3）、白川一宏 3）、中村瑞穂 4）、山本裕介 4）、玉木真希 5）、山下貴子 5）、的羽真矢 5）、奥井幸三 6）、
大村　寧 7）、角熊雅彦 2）、松田昌美 1）、南部卓三 7）

P-21-2� �オーラルフレイルを意識した口腔機能向上を目指して～口腔ケアに対する意識向上への取り組み～
社会福祉法人日本医療伝道会衣笠病院看護部 1）、社会福祉法人日本医療伝道会衣笠病院外科 2）、
社会福祉法人日本医療伝道会衣笠病院栄養科 3）、社会福祉法人日本医療伝道会衣笠病院診療情報管理室 4）、
神奈川歯科大学全身管理高齢者歯科学 5）

山崎真奈美 1）、西崎恵利子 1）、岩田啓吾 2）、高田千春 3）、持田和子 4）、飯田貴俊 5）

P-21-3� �職種間による口腔アセスメントシート（OHAT）の一致率の向上に向けての取り組み
藤田医科大学病院看護部 1）、藤田医科大学医学部　歯科・口腔外科学講座 2）、藤田医科大学医学部　外科・緩和医療学講座 3）

吉田夢羽 1）、小林奈緒 1）、吉田留依 1）、廣村里美 1）、田村　茂 1）、山村真巳 1）、岡本美英子 2）、桂　長門 3）、東口髙志 3）

P-21-4� �口腔ケア行動チェック後の意識の変化・行動変化への取り組み
JA秋田厚生連　由利組合総合病院
佐々木康子、工藤結衣子

P-21-5� �当院における手術前口腔ケア連携の取り組み
群馬県立がんセンター歯科口腔外科 1）、消化器外科 2）、看護部 3）、栄養調理課 4）、消化器内科 5）

新垣理宣 1）、深井康幸 2）、海老原奈瑠美 3）、難波陽子 4）、斎藤日佳理 4）、保坂尚志 5）

P-21-6� �口腔ケアについての検討
済生会滋賀県病院　栄養科 1）、済生会滋賀県病院　看護部 2）、済生会滋賀県病院　リハビリテーション技術科 3）、済生会滋賀県病院　歯科 4）、
済生会滋賀県病院　消化器内科 5）

有光歩実 1）、中井聡志 1）、江崎亜里沙 1）、北川留美子 2）、吉田智子 2）、千田哲也 3）、赤根光宣 4）、重松　忠 5）

P-21-7� �当院における口腔ケアの取り組み�～神奈川歯科大学訪問診療の導入～
社会福祉法人日本医療伝道会　衣笠病院　診療情報管理室 1）、
社会福祉法人日本医療伝道会　衣笠病院　外科 2）、社会福祉法人日本医療伝道会　衣笠病院　看護部 3）、
社会福祉法人日本医療伝道会　衣笠病院　栄養科 4）、神奈川歯科大学　全身管理高齢者歯科 5）

持田和子 1）、岩田啓吾 2）、西崎恵利子 3）、山崎真奈美 3）、高田千春 4）、飯田貴俊 5）

P-21-8� �当院における口腔ケアに関する意識調査と取り組みについて～第２報～
芳賀赤十字病院　NST 1）、芳賀赤十字病院　歯科口腔外科 2）

田口真由美 1）、金田和代 1）、馬込節美枝 1）、石﨑由美 1）、栗畑江実 1）、柴原由弥 1）、金子日香里 2）、高野有香 2）、岡田宗久 1,2）、塚原宗俊 1）

P-21-9� �急性期脳外科病棟で口腔内環境改善に向けた取り組み
琉球大学医学部附属病院　看護部
神村美奈子、藤田智美

P-21-10� �My�Oral�Diaryを活用した医科歯科連携へ向けた取り組み
原町赤十字病院
倉澤一人、本多絵里奈、橋詰麻莉乃、飯塚みゆき、髙橋憲史、内田信之
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P-21-11� �当院の栄養サポートチーム(NST)介入患者の口腔衛生管理の現状と課題について
津山中央病院　歯科口腔外科 1）、津山中央記念病院　内科 2）、津山中央病院　外科 3）、津山中央病院　内科 4）、津山中央病院　栄養管理部 5）、
津山中央病院　薬剤部 6）、津山中央病院　看護部 7）、津山中央病院　臨床検査部 8）、津山中央病院　リハビリテーション部 9）

矢尾真弓 1）、平良明彦 2）、繁光　薫 3）、下村泰之 4）、今井博美 5）、橋本美由紀 5）、竹内麻由美 6）、絹田恵美 6）、坂手佐千子 7）、梅田明和 8）、
太田有美 9）、池田陽介 9）

P-21-12� �急性期病院�NST�における歯科介入状況と今後の課題
日本歯科大学新潟病院訪問歯科口腔ケア科 1）、日本歯科大学新潟生命歯学部口腔外科学講座 2）、済生会新潟病院看護部 3）、
済生会新潟病院栄養科 4）、済生会新潟病院薬剤部 5）、済生会新潟病院外科 6）

赤泊圭太 1）、田中康貴 1）、田中　彰 2）、佐野和美 3）、大久保幸子 3）、津野菜津美 4）、杉山かえで 4）、鈴木光幸 5）、小川　洋 6）、酒井靖夫 6）

一般演題（ポスター）22　小児の栄養管理	 ポスター会場②	 2月27日（木）	 14:00～15:00
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）

P-22-1� �栄養補助食品のみを摂取している重症心身障害児（者）の栄養状態―カルニチン，微量元素に着目して―
独立行政法人国立病院機構あきた病院栄養管理室 1）、独立行政法人国立病院機構あきた病院内科 2）

井上拓人 1）、蛇口利章 1）、齋藤貴子 2）

P-22-2� �重症心身障碍児の医薬品経腸栄養剤投与における脂肪酸分画の検討
久留米大学医学部外科学講座小児外科部門 1）、久留米大学病院医療安全管理部 2）

坂本早季 1）、橋詰直樹 1）、田中芳明 1,2）、深堀　優 1）、石井信二 1）、七種伸行 1）、鶴久士保利 1）、八木　実 1）

P-22-3� �栄養管理および家族とのコミュニケーションに非常に難渋した重症心身障害者の1例
公益財団法人ときわ会常磐病院看護部 1）、公益財団法人ときわ会常磐病院外科 2）、公益財団法人ときわ会常磐病院言語聴覚療法課 3）、
公益財団法人ときわ会常磐病院臨床検査課 4）、公益財団法人ときわ会常磐病院薬剤部 5）、公益財団法人ときわ会常磐病院栄養課 6）

稲沼千春 1）、神崎憲雄 2）、根本美保 1）、小松紋未 3）、佐藤みづき 3）、松本元美 3）、吉田ちひろ 4）、鈴木悠里 5）、岩本陽花 5）、中野顕子 6）、
日置清子 6）

P-22-4� �7歳時に嚢胞性線維症の診断がつき治療介入を開始するも栄養管理に難渋した1男児例
地方独立行政法人福岡市立病院機構　福岡市立こども病院　NST 1）、
地方独立行政法人福岡市立病院機構　福岡市立こども病院　アレルギー・呼吸器科 2）、 
地方独立行政法人福岡市立病院機構　福岡市立こども病院　栄養管理室 3）、
地方独立行政法人福岡市立病院機構　福岡市立こども病院　薬剤部 4）、 
地方独立行政法人福岡市立病院機構　福岡市立こども病院　臨床検査部 5）、
地方独立行政法人福岡市立病院機構　福岡市立こども病院　看護部 6）、 
地方独立行政法人福岡市立病院機構　福岡市立こども病院　小児外科 7）

西間大祐 1,2）、伴　尚子 1,3）、池田隆史 1,4）、馬原靖明 1,5）、青木智子 1,6）、林田　真 1,7）

P-22-5� �腸管不全合併肝障害（IFALD）により体重増加に難渋した低出生体重児の１症例
佐世保市総合医療センター　薬剤部 1）、佐世保市総合医療センター　リハビリテーション室 2）、佐世保市総合医療センター　臨床栄養部 3）、
佐世保市総合医療センター　臨床検査部 4）、佐世保市総合医療センター　看護部 5）、佐世保市総合医療センター　糖尿病・内分泌内科 6）、
佐世保市総合医療センター　歯科 7）、佐世保市総合医療センター　腎臓内科 8）

吉村彰剛 1）、古賀加耶子 2）、松本　恵 3）、山田昌博 4）、江藤真実 6）、溝口裕司 7）、阿部伸一 8）、前川美恵子 5）

P-22-6� �ミキサー注入食の導入で経口摂取へスムーズに移行した先天性心疾患をもつダウン症児の一例
沖縄県立南部医療センター・こども医療センター　栄養管理室 1）、小児総合診療科 2）、小児外科 3）、小児心臓血管外科 4）、看護部 5）、薬局 6）、
リハビリテーション室 7）、母子センター長 8）

仲座美香 1）、安谷屋裕美 1）、松岡　孝 2）、大城清哲 3）、西岡雅彦 4）、高江洲弥香 5）、伊佐　望 5）、比嘉千絵 5）、伊元裕香 6）、玉城亜矢 6）、
玉城陽子 6）、新垣貴子 6）、高安恵梨 7）、松田明子 1）、宮城雅也 8）

P-22-7� �小児便秘症患者に対する食物繊維負荷および乳製品除去による食事療法の効果について
群馬県立小児医療センター栄養調理課 1）、群馬県立小児医療センター外科 2）

磯田有香 1）、髙澤慎也 2）、小山亮太 2）、髙本尚弘 2）、神保直樹 1）、島田純子 1）、西　　明 2）

P-22-8� �新生児期に小腸瘻を造設した全結腸型ヒルシュスプルング病に対し，早期から経腸栄養管理を行った経験
長岡赤十字病院　小児外科 1）、長岡赤十字病院　NST 2）

中原啓智 1,2）、金田　聡 1,2）、飯田明彦 2）、内藤哲也 2）

P-22-9� �スポーツ競技を優先した食生活により栄養障害を引き起こした小児の2例
独立行政法人国立病院機構金沢医療センター　栄養管理室 1）、独立行政法人国立病院機構金沢医療センター　小児科 2）

齋藤秀和 1）、谷川　舞 1）、岩波友香 1）、岡田香奈 1）、山田千絵莉 1）、越田雅代 1）、金子康彦 1）、井上巳香 2）

P-22-10��脳神経外科病棟における高カロリー輸液栄養管理に関わった小児の一例
旭川赤十字病院　NST
増渕幸二、竹田祐加、長瀬まり、平　康二、森川秋月
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P-22-11��急性リンパ性白血病におけるL-asparaginase投与に伴う高TG血症に対する脂質制限食の有効性の検討
千葉大学医学部附属病院　臨床栄養部 1）、千葉大学医学部附属病院　小児科 2）、千葉大学医学部附属病院　肝胆膵外科 3）、
千葉大学医学部附属病院　脳神経外科 4）

嶋　光葉 1）、佐藤由美 1）、山下喜晴 2）、古川勝規 3）、岩立康男 4）

P-22-12��やせ願望主体の摂食障害児に管理栄養士が介入した２例－今後の検討と課題－
独立行政法人地域医療機能推進機構群馬中央病院栄養管理室 1）、独立行政法人地域医療機能推進機構群馬中央病院神経内科 2）、
独立行政法人地域医療機能推進機構群馬中央病院外科 3）

穴澤祐子 1）、金古亮子 1）、品川浩一 1）、木村奈央 1）、中林智洋 1）、大竹美彩子 1）、塚越　淳 1）、大沢天使 2）、内藤　浩 3）

一般演題（ポスター）23　糖尿病・肥満の栄養管理	 ポスター会場②	 2月27日（木）	 15:30～16:30
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）

P-23-1� �SGLT2�阻害薬は2型糖尿病患者の体重・体脂肪量を低下させるが、握力・筋肉量は低下させない
国保水俣市立総合医療センター代謝内科（糖尿病・内分泌センター） 1）、国保水俣市立総合医療センター循環器内科 2）、
熊本大学大学院生命科学研究部代謝内科学 3）

佐田公範 1）、藤澤和夫 1）、古庄正嗣 1）、井手口拓弥 1）、廣瀬豊樹 2）、荒木栄一 3）

P-23-2� �Flash�Glucose�Monitoring�(FGM)やカーボカウントを導入した1型糖尿病症例の1年間の経過
京都岡本記念病院　糖尿病内分泌内科 1）、京都岡本記念病院　NST 2）、京都岡本記念病院　総合診療科 3）

貴志明生 1,2）、庭川莉子 1）、高槻信夫 1,2）、長谷川雅昭 3）

P-23-3� �レパグリニドとクロピドグレルの併用を開始した患者を対象とした低血糖の調査
西宮協立脳神経外科病院　診療協力部　薬剤科 1）、西宮協立脳神経外科病院　診療部　脳神経外科 2）

村尾知徳 1）、大西志穂 1）、江川　巧 1）、山田佳孝 2）

P-23-4� �経管栄養時における栄養剤選択とインスリン投与おける検討
筑波記念病院NST
藤原　淳、矢部義人、池澤和人

P-23-5� �糖尿病患者のライフスタイルにおける食生活の傾向　－食生活チェックリストの有用性についてー
岩手県立中央病院栄養管理科 1）、岩手県立中央病院糖尿病・内分泌内科 2）、岩手県立中央病院消化器外科 3）、岩手県立磐井病院栄養管理科 4）

齋藤香菜 1）、瀨川さゆり 4）、堺田和歌子 1）、山崎久美子 1）、原　康之 3）、菅原　隆 2）、宮田　剛 3）

P-23-6� �介護老人保健施設入所中の40代女性に対して多職種で糖尿病教育を行った一例～退所後の生活を見据えて
社会医療法人関愛会やすらぎ苑
松島文子、浜島美穂

P-23-7� �自動切断により創閉鎖した糖尿病壊疽の一例
高浜豊田病院　栄養科 1）、高浜豊田病院　医師 2）

志賀美和 1）、長谷川正光 2）、林　良成 2）、寺島彩香 1）

P-23-8� �スリーブ状胃切除術およびPCSK9阻害薬投与を行った高度肥満合併FHヘテロ接合体例のLDL-C推移
東邦大学医療センター佐倉病院　糖尿病内分泌代謝センター 1）、千葉市立海浜病院 2）、東邦大学医療センター佐倉病院　外科 3）

中村祥子 1）、田中　翔 1）、岡　怜奈 1）、渡邉康弘 1）、河越尚幸 1）、山口　崇 1）、川名秀俊 2）、大平征宏 1）、清水直美 1）、齋木厚人 1）、
大城崇司 3）、龍野一郎 1）

P-23-9� �高度肥満心不全患者に対し栄養管理下での運動療法により減量を認めた症例
一般財団法人脳神経疾患研究所付属総合南東北病院　リハビリテーション科
鈴木大輔、折内英則、佐藤聡見

P-23-10��身体機能改善に難渋した、食事に対する強迫性障害が疑われる肥満症例
社会福祉法人北海道社会事業協会函館病院
西谷　淳、長谷川格、萱場恒基、森田将平、溝井美幸、山下苗美

P-23-11��児童・思春期精神科入院患者の肥満教室（ひまわりの会）の取り組みについて
東京都立小児総合医療センター　栄養科 1）、東京都立小児総合医療センター　総合診療科 2）、
東京都立小児総合医療センター　児童・思春期精神科 3）、東京都立小児総合医療センター　看護部 4）、
東京都立小児総合医療センター　リハビリテーション科 5）

宮崎千春 1）、小川優一 2）、上原陽子 3）、秋田奈留美 4）、有本　恵 4）、西野幹夫 4）、市川美乃里 4）、須田宏子 4）、佐藤宗彦 4）、両角小百合 4）、
末吉康子 4）、岡田美佐子 5）、渡邉昌英 5）、細井みどり 1）
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一般演題（ポスター）24　周術期の栄養管理	2	 ポスター会場②	 2月27日（木）	 9:30～10:30
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）

P-24-1� �壊死性筋膜炎、直腸穿孔および結腸穿孔後の低栄養に対しメテノロンとアバンド®併用が奏功した1例
帯広厚生病院　外科 1）、帯広厚生病院　栄養科 2）

市之川正臣 1）、大野耕一 1）、成田悠里子 2）、森多喜子 2）、寺山里恵 2）

P-24-2� �大腸切除術施行患者に対するオルニチン・グルタミン含有飲料摂取による効果についての検討
一般財団法人積善会　十全総合病院　栄養管理科 1）、一般財団法人積善会　十全総合病院　外科 2）

増田紘子 1）、真鍋侑記 1）、太田和美 2）

P-24-3� �総胆管結石術後横行結腸穿孔に対してCaHMB・L-アルギニン・L-グルタミン配合飲料投与が有効であった一例
北海道社会事業協会　小樽病院　外科 1）、北海道社会事業協会　小樽病院　栄養科 2）、北海道社会事業協会　小樽病院　リハビリ科 3）

横山和之 1）、臼井葉月 1）、石川慶大 1）、進藤　学 1）、室田里恵 2）、高木　翼 3）

P-24-4� �大腿骨頚部及び転子部骨折の手術症例に対するL-オルニチン含有食品の安全性及び創傷治癒促進効果の有効性
中津川市民病院　薬剤部 1）、中津川市民病院　栄養科 2）、中津川市民病院　看護部 3）、中津川市民病院　外科 4）

邊牟木紀子 1）、田中亜由美 2）、鈴木みどり 3）、浅野智成 4）

P-24-5� �当院における分岐鎖アミノ酸高含有栄養剤の活用法
前橋赤十字病院NST
根本哲紀、棚橋由佳、小倉美佳、春原ひと美、高井理奈、松本知沙、大澤淳子、我妻みづほ、山田玲菜、阿部克幸、田中淳子、荒川和久

P-24-6� �ホエイペプチド配合流動食を用いた術前栄養指導の試み
とちぎメディカルセンターしもつが　栄養管理センター 1）、とちぎメディカルセンターしもつが　外科 2）、
とちぎメディカルセンターしもつが　リハビリテーションセンター 3）、とちぎメディカルセンターしもつが　臨床検査センター 4）、
とちぎメディカルセンターしもつが　薬剤部 5）

谷黒真弓 1）、小泉　大 2）、廣井　望 3）、嶋田訓章 3）、寺島章子 1）、倉井栄典 5）、渡辺佳津子 4）、北林宏之 2）

P-24-7� �心臓血管外科領域における術後摂食不良発現の調査と影響を与える因子の検討
国立病院機構　帯広病院　薬剤科
桃井祥制、福田　聡、綿矢善夫

P-24-8� �心臓移植待機中に度重なる侵襲を経験したプロピオン酸血症患者の栄養管理の一例
国立循環器病研究センター　薬剤部 1）、国立循環器病研究センター　臨床栄養部 2）、国立循環器病研究センター　移植医療部 3）、
大阪薬科大学　臨床実践薬学教育研究室 4）

竹中裕美 1）、皆川健太 2）、山西香織 1）、福田あゆみ 1）、和田恭一 4）、岩﨑慶一朗 3）、瀬口　理 3）、老田　章 1）、簗瀬正伸 3）、福嶌教偉 2,3）

P-24-9� �心臓血管手術後の開始食の食形態による喫食率の検討
神戸市立医療センター中央市民病院　総合内科 1）、神戸市立医療センター中央市民病院　栄養管理部 2）、
神戸市立医療センター中央市民病院　麻酔科 3）

西岡弘晶 1）、岩本昌子 2）、東別府直紀 3）

P-24-10��腹膜偽粘液腫患者による周術期脂肪乳剤投与の有効性の検討
草津総合病院　薬剤部 1）、草津総合病院　消化器外科・腹膜播種センター 2）

帆足　萌 1）、中村　優 1）、中澤実紀 1）、山岸紀子 1）、林　祥子 1）、一瀬真澄 2）

P-24-11��大腸癌腹壁再発術後に小腸唇状瘻となった症例に対する「腸液返還」の経験
長岡赤十字病院外科 1）、長岡赤十字病院栄養サポートチーム 2）、草間医院 3）

内藤哲也 1,2）、飯田明彦 2）、金田　聡 2）、中原啓智 2）、池田理恵 2）、林　大輝 2）、若林由希子 2）、廣野菜摘 2）、佐藤友紀 2）、中澤保子 2）、
山崎　明 2）、山本俊文 2）、伊原武志 2）、草間昭夫 3）

一般演題（ポスター）25　ICU・救急患者の栄養管理	1	 ポスター会場②	 2月27日（木）	 14:00～15:00
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）

P-25-1� �当院ICU入室患者におけるGLIM基準を用いた栄養障害の評価研究
横須賀市立うわまち病院栄養科 1）、横須賀市立うわまち病院小児医療センター 2）

宮城朋果 1）、毛利　健 2）、関衣里香 1）、内藤みなみ 1）、齋田友里恵 1）、劉　大漫 1）

P-25-2� �高齢者における急性期脳卒中患者における蛋白質投与量がRapid�turnover�proteinに与える影響
順天堂大学医学部附属静岡病院　栄養科 1）、順天堂大学保健看護学部 2）、順天堂大学大学院医学研究科博士課程 3）、
順天堂大学医学部附属静岡病院　脳神経外科 4）、順天堂大学医学部附属静岡病院　看護部 5）、順天堂大学医学部附属静岡病院　薬剤科 6）

高山卓也 1）、桑村淳子 2,3）、山本拓史 4）、鈴木英子 5）、山口嘉美 5）、水口雅貴 6）

P-25-3� �救命�ICU�における経口摂取開始に向けた取り組みと現状
東京女子医科大学東医療センター臨床栄養部 1）、東京女子医科大学東医療センター看護部 2）、東京女子医科大学東医療センター救急医療科 3）

菅　智行 1）、野上　光 2）、池田成美 2）、篠原美紀 2）、井上季咲 2）、大澤慶子 2）、三瓶香織 2）、安達朋宏 3）、吉川和秀 3）、庄古知久 3）
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P-25-4� �高齢の広範囲重症熱傷患者に対し早期より実施した栄養管理
香川大学医学部附属病院　臨床栄養部 1）、香川大学医学部附属病院　看護部 2）、香川大学医学部　耳鼻咽喉科学 3）

北岡陸男 1）、大上みゆき 2）、森　照茂 3）

P-25-5� �重症熱傷患者の体温管理が消費エネルギーに大きく影響を与えた1例
群馬大学医学部附属病院集中治療部
竹前彰人、金本匡史、日野原宏

P-25-6� �重症熱傷患者に高たんぱく栄養剤が効果的であった１症例
大阪市立総合医療センター　薬剤部 1）、大阪市立総合医療センター　栄養部 2）、大阪市立総合医療センター　看護部 3）、
大阪市立総合医療センター　救命救急部 4）、大阪市立総合医療センター　集中治療部 5）、大阪市立総合医療センター　緩和医療科 6）、
大阪市立総合医療センター　消化器外科 7）、大阪市立総合医療センター　糖尿病内科 8）、大阪市立十三市民病院　薬剤部 9）、
大阪市立十三市民病院　外科 10）

佐々木剛 1）、山崎美由紀 1）、橋下寛樹 1）、井口勝弘 1）、横手智之 9）、濱浦星河 2）、久保健太郎 3）、徳野実和 3）、池田しのぶ 3）、小野　恵 4）、
宇城敦司 5）、天野晃滋 6）、玉森　豊 7）、細井雅之 8）、西口幸雄 10）

P-25-7� �ICU栄養チームの3年間の取り組みの成果と課題
千葉市立青葉病院 ICU 1）、千葉市立青葉病院救急集中治療科 2）、千葉市立青葉病院栄養科 3）

山下優美 1）、平野　充 1）、室井智香子 1）、飯島栞璃 3）、高橋和香 2）

P-25-8� �集中治療室における薬剤師の栄養設計への処方支援について
東京慈恵会医科大学葛飾医療センター　薬剤部 1）、東京慈恵会医科大学葛飾医療センター　糖尿病・代謝・内分泌内科 2）、
東京慈恵会医科大学葛飾医療センター　栄養部 3）

四方公亮 1）、横田太持 2）、岩本剛志 1）、種村陽子 3）、植草美希 3）

P-25-9� �救急・集中治療領域における薬剤師の栄養療法の報告に関する調査・研究
日本大学医学部附属板橋病院薬剤部 1）、日本大学薬学部薬物治療学研究室 2）

栃倉尚広 1）、鈴木慎一郎 1）、藤條　拓 1）、大塚　進 1）、木村高久 1）、林　宏行 2）

P-25-10��ICUにおける栄養士の役割（特に多職種回診時における積極的介入）
東京医科大学　八王子医療センター　特定集中治療部
蒲原英伸、奈倉武郎、須田慎吾、池田寿昭

一般演題（ポスター）26　NST	3	 ポスター会場②	 2月27日（木）	 15:30～16:30
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）

P-26-1� �当院における栄養サポートチーム加算取得への取り組み
大浜第一病院　栄養給食科 1）、大浜第一病院　看護部 2）、大浜第一病院　消化器内科 3）

崎浜悠貴 1）、森田　梢 1）、大山奈々 1）、平良小夏 2）、與那覇みゆき 2）、伊志嶺真達 3）

P-26-2� �当院における栄養管理体制の検討ー第1報ー
杏林大学医学部付属病院　NST 1）、栄養部 2）、薬剤部 3）、リハビリテーション室 4）、看護部 5）、糖尿病・内分泌・代謝内科 6）、
下部消化管外科 7）、形成・美容外科 8）

塚田美裕 1,2）、千野貴子 1,3）、林　良幸 1,4）、中村みゆき 1,5）、丹波光子 1,5）、津村哲郎 1,6）、小嶋幸一郎 1,7）、塚田芳枝 1,2）、大浦紀彦 1,8）

P-26-3� �新病院移転前後のNST介入期間の比較検討
東邦大学医療センター大橋病院　消化器内科 1）、東邦大学医療センター大橋病院　看護部 2）、東邦大学医療センター大橋病院　薬剤部 3）、
東邦大学医療センター大橋病院　栄養部 4）

原木理沙 4）、吉田有輝 1）、薄井勇斗 3）、村上友紀 2）、松門　武 4）、城田知己 4）

P-26-4� �NSTメンバー小集団活動の現状と課題
伊那中央病院　看護部 1）、伊那中央病院　臨床栄養科 2）、伊那中央病院　救急科 3）、伊那中央病院　薬剤部 4）、伊那中央病院　臨床検査科 5）、
伊那中央病院　リハビリテーション技術科 6）

池上敦子 1）、内藤紗織 2）、畑谷芳功 3）、酒井　衛 4）、原　淳一 4）、北澤利浩 4）、白澤由加里 5）、伊澤季美香 6）、宮下みどり 1）

P-26-5� �NST介入患者の転倒・転落リスク因子の探索
武蔵野赤十字病院　薬剤部 1）、武蔵野赤十字病院　腎臓内科 2）

鈴木統子 1）、細谷龍一郎 1）、岩田華奈 1）、宗山真梨奈 1）、宮川友美 1）、小宮実直 1）、安藤亮一 2）、日野斉一 1）

P-26-6� �正確な栄養充足率を算出した取り組み
独立行政法人地域医療機能推進機構　福岡ゆたか中央病院　栄養管理室 1）、
独立行政法人地域医療機能推進機構　福岡ゆたか中央病院　診療統括部 2）

野口直子 1）、中塚敬輔 2）

P-26-7� �チーム介入情報を統合しPDCAサイクルを利用してNST介入数の増加を達成した取り組み
沖縄県立宮古病院付属多良間診療所 1）、沖縄県立精和病院 2）

山中裕介 1）、島袋祥子 2）
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P-26-8� �当院における神経性やせ症（AN）の実態調査ｰNSTの関わり
宮崎県立宮崎病院　栄養管理科 1）、看護部 2）、内科 3）、精神科 4）

甲斐晴菜 1）、吹上大祐 2）、東　真弓 3）、河野次郎 4）、野口博美 1）、池田直子 3）、石川恵美 3）

P-26-9� �当院で実施した12年分のNSTアンケート調査結果
十善会病院　NST 1）、十善会病院　臨床検査部 2）、十善会病院　内科 3）、十善会病院　外科 4）、十善会病院　栄養部 5）、十善会病院　看護部 6）

松原紗希 1,2）、馬渡文弘 1,3）、池松禎人 1,4）、板山穂波 1,6）、森　彩子 1,5）、吉田朱季 1,6）

P-26-10��低栄養の患者をＮＳＴに抽出する仕組みの再構築
練馬総合病院　外科 1）、練馬総合病院　NST委員会 2）

栗原直人 1,2）、北島絵理佳 2）、佐々木康宏 2）、乾美奈子 2）、荒木美智子 2）、寺田奈津子 2）、佐々木佳世子 2）、加賀芙美枝 2）、金澤かおり 2）、
吉元りな 2）、渡部幸子 2）、佐藤宏美 2）、佐野　綾 2）、池田さとみ 2）、飯田修平 1）

P-26-11��入院支援業務から展開させる次なるＮＳＴ活動の企画
長野医療生活協同組合　長野中央病院
成田　淳、高澤智弘、丸山由香、福田ひと美、畠山美里

P-26-12��昭和大学横浜市北部病院におけるNSTに関する意識調査とNST活動の方向性について
昭和大学横浜市北部病院　栄養科 1）、昭和大学横浜市北部病院　看護部 2）、昭和大学横浜市北部病院　薬剤部 3）、
昭和大学横浜市北部病院　臨床検査部 4）、昭和大学横浜市北部病院　リハビリテーション科 5）、昭和大学横浜市北部病院　小児外科 6）、
湘南藤沢徳洲会病院　小児外科 7）、昭和大学横浜市北部病院　歯科 8）

青塚光希 1）、吉澤莉緒 1）、星川麻美 1）、黒瀬聡子 2）、稲垣彩美 3）、松田留美子 4）、島居美幸 1）、鈴木孝明 7）、糸瀬昌克 8）、飯島伸介 5）、
杉山彰英 6）

一般演題（ポスター）27　NST	4	 ポスター会場②	 2月27日（木）	 9:30～10:30
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）

P-27-1� �身近な食品を利用して栄養強化に取り組んでいる症例
医療法人春水会　山鹿中央病院　看護部 1）、医療法人春水会　山鹿中央病院　栄養課 2）

堤　博美 1）、立石　希 2）

P-27-2� �シンバイオティクスが奏功した水様便が持続する全身性強皮症の一例
金沢大学附属病院　栄養管理部 1）、金沢大学附属病院　薬剤部 2）、金沢大学　麻酔・集中治療医学 3）、金沢大学　消化器・腫瘍・再生外科 4）

古一素江 1）、徳丸季聡 1）、石川志保 1）、浅井泰詞 2）、八幡陽子 1）、小池康志 3）、宮下知治 4）

P-27-3� �慢性巨大結腸症術後に外来栄養管理を行っている一症例
医療法人潤愛会鮫島病院
坂之上千津子、畑本恵美、成尾奈津美、瀬戸口美紗子、木場夏子、柳久美子、丹羽清志、鮫島加奈子、鮫島由規則

P-27-4� �胸部難治性SSIに対するVAC療法中患者へのNSTとしての関わり～本人が好きなヨーグルトを取り入れて～
名古屋徳洲会総合病院NST
阿波加莉沙、坂本宣弘、野村あゆみ、向井須美

P-27-5� �経口摂取不良な高齢者に対し、NST介入が著効した1例
磐田市立総合病院　NST
北口加央里、宮田美保子、吉見允貴、寺田恭子、鈴木ゆりか、杉本圭佑、和田裕之、熱田洋平、鈴木美香、本多真琴、宇野彰晋

P-27-6� �食事拒否のある認知症高齢者の食行動の気づきと栄養管理～行事食をきっかけに食嗜好の把握ができた症例～
西脇市立西脇病院NST
藤原早織、山本直美、松本朋子、来住　稔、三輪教子

P-27-7� �回復期リハビリテーション病棟の放射線治療後の患者に対してNST介入が奏功した一症例
医療法人臼井会田野病院
鈴木道代

P-27-8� �JCHO南海医療センターにおける血漿Na値とBUN/Cre比、気温の関係調査
JCHO南海医療センター　薬剤部 1）、大分県病院薬剤師会　栄養輸液研修会委員会 2）、緑秀会田無病院　教育・研究担当 3）

佐々木達也 1,2）、葉田昌生 1）、上坂英二 3）

P-27-9� �今更ながらとろみの統一
医療法人　芳越会　栄養管理部局　ホウエツ病院栄養管理科 1）、医療法人　芳越会　栄養管理部局　林クリニック・わきの里栄養管理科 2）、
医療法人　芳越会　栄養管理部局　若宮の里・清流の里栄養管理科 3）、 
医療法人　芳越会　リハビリテーション部局　医療リハビリテーション課　ホウエツ病院外来リハ科 4）、
医療法人　芳越会　診療部局　診療課　ホウエツ病院医局 5）、医療法人　芳越会　理事長 6）

塩田由香利 1）、村口奈穂 1）、佐々木瞳 1）、牧野里歩 1）、中澤　綾 2）、篠原サチ代 3）、岩脇美和 1）、磯田真弥子 4）、吉野真理子 5）、林　秀樹 6）



138 JSPEN2020　－第35回学術集会プログラム集－

P-27-10��回復期病棟におけるNST電子カルテの有用性
北原国際病院　薬剤科 1）、北原国際病院　リハビリテーション科 2）、北原リハビリテーション病院　栄養科 3）

清水哲平 1）、野澤雅美 2）、内山亜希子 3）

一般演題（ポスター）28　ビタミン・微量元素・抗酸化物質	1	 ポスター会場②	 2月27日（木）	 14:00～15:00
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）

P-28-1� �亜鉛含有製剤の適正使用にむけた使用実態の調査
鳥取大学医学部附属病院　薬剤部 1）、鳥取大学医学部附属病院　消化器外科 2）

寺本衣代 1）、秦　英司 1）、高橋真巳 1）、本城総一郎 2）、島田美樹 1）

P-28-2� �低亜鉛血症治療剤の使用実態調査と適正使用に向けた取り組み�第二報
社会医療法人敬愛会中頭病院　薬剤部
翁長卓司、小森佳奈子、古賀葉子、洲鎌なつき、長濱照美

P-28-3� �トヨタ記念病院NST微量元素WGの取り組み�－亜鉛欠乏症の啓発活動－
トヨタ記念病院　薬剤科 1）、トヨタ記念病院　内分泌糖尿病内科 2）、トヨタ記念病院　総合内科 3）、トヨタ記念病院　看護室 4）、
トヨタ記念病院　栄養科 5）

中西敏博 1）、篠田純治 2）、渥美宗久 3）、米田厚子 4）、能登英子 1）、山室栄一 1）、永野　烈 1）、伴由紀子 5）、丘山智子 5）、福元聡史 5）、
保古則子 5）、上原由希子 5）、古田桃子 5）

P-28-4� �当院における亜鉛（Zn）欠乏に伴う特徴と今後の課題について
大腸肛門病センター高野病院　看護部 1）、大腸肛門病センター高野病院　医局 2）

霍田菊代 1）、野﨑良一 2）、佐藤千絵 1）、木村理沙 1）

P-28-5� �当院における血清亜鉛測定の現状および重症患者への亜鉛補充効果ついての検討
県立広島病院　臨床研究検査科 1）、県立広島病院　栄養管理科 2）、県立広島病院　看護部 3）、県立広島病院　薬剤部 4）、県立広島病院　歯科 5）

松井千尋 1）、濱家満江 1）、小川和子 1）、伊藤圭子 2）、眞次康弘 2）、佐々木太一 3）、下村清夏 3）、今岡貴久 3）、中井美沙 3）、三上絵美 3）、
辻　雄輝 4）、延原　浩 5）

P-28-6� �NST対象患者における血清亜鉛（Zn）濃度と血清アルカリフォスファターゼ（ALP）の関連について
春日井市民病院臨床検査技術室 1）、春日井市民病院薬剤部 2）、春日井市民病院内科 3）

堀田祐賀子 1）、後藤慎一 1）、田中伸明 2）、佐々木洋光 3）

P-28-7� �酢酸亜鉛水和物（ノベルジン®）の使用実態とNSTの関わり
聖隷三方原病院薬剤部（NST） 1）、同院NST 2）、同院長（外科） 3）

長浦宏之 1）、松井乃利子 1）、小出彰文 1）、氏家智香 1）、倉田栄里 2）、高柳久与 2）、森脇元希 2）、大隅　茜 2）、岡野佐貴子 2）、村松武明 2）、
大石佐奈美 2）、松島秀樹 2）、片桐伯真 2）、荻野和功 3）

P-28-8� �当院透析患者に投与したノベルジン錠の結果について
東京曳舟病院
江澤恵美子

P-28-9� �亜鉛欠乏症の治療における銅欠乏症評価についての実態調査
沖縄赤十字病院　栄養課 1）、外科 2）、内科 3）、看護部 4）、薬剤部 5）

百名佑斗 1）、仲里秀次 2）、新城　治 3）、宮城　毅 4）、上地めぐみ 5）、尾崎慎史 5）

P-28-10��腸瘻での長期経管栄養投与により発症した銅欠乏による好中球減少症の一症例
NTT東日本関東病院　NST
辻　祐子、奈良智之

P-28-11��酢酸亜鉛水和物の内服により皮疹が軽快した低亜鉛血症を伴う難治性皮膚炎の2例
TMGあさか医療センター　皮膚科
倉繁祐太

P-28-12��早期からの亜鉛内服投与により鬱状態から離脱可能となった高齢者の1例
愛知医科大学先制・統合医療包括センター 1）、愛知医科大学肝胆膵内科 2）

福沢嘉孝 1,2）、三浦裕次 1）

一般演題（ポスター）29　静脈栄養（TPN・PPN）1	 ポスター会場②	 2月27日（木）	 15:30～16:30
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）

P-29-1� �脂肪乳剤による肝機能正常者の肝機能への影響及び肝障害に対する脂肪乳剤の有効性に関する文献的レビュー
東邦大学医療センター大森病院　薬剤部 1）、東邦大学医療センター大森病院　栄養治療センター 2）

鈴木　敦 1,2）、鷲澤尚宏 2）、平澤数馬 2）、内島知香 2）、石井杏奈 1）、千野賢一 1）、疋田真理 1）、鈴木誠麗 1）、上田真紀子 1）、坂本真紀 1）、
西澤健司 1）
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P-29-2� �脂肪製剤に関する現状調査から抽出された問題点
川口市立医療センター薬剤部 1）、川口市立医療センター看護部 2）、川口市立医療センター臨床栄養科 3）、川口市立医療センター歯科口腔外科 4）

藤村裕司 1）、沢辺正和 1）、山田秋絵 2）、前田知恵子 3）、北原辰哉 4）

P-29-3� �中心静脈栄養の適正使用に関する取り組み―脂肪乳剤の併用状況と今後の課題―
公益財団法人　天理よろづ相談所病院　薬剤部 1）、公益財団法人　天理よろづ相談所病院　栄養ケア対策チーム 2）、
公益財団法人　天理よろづ相談所病院　内分泌内科 3）

畠中英理子 1,2）、石井康世 1,2）、角田すみ代 2）、福原真美 2）、辻井　悟 2,3）

P-29-4� �当院における脂肪乳剤適正使用に関する看護師の意識調査～第2報～
済生会和歌山病院　看護部 1）、済生会和歌山病院　消化器内科 2）、済生会和歌山病院　管理栄養科 3）、済生会和歌山病院　臨床検査科 4）、
済生会和歌山病院　薬剤部 5）、済生会和歌山病院　外科 6）

市野浩美 1）、川口雅功 2）、硯祐賀子 3）、原田玲子 3）、原見明尚 4）、山名淳子 5）、重河嘉靖 6）

P-29-5� �当院における脂肪乳剤の投与速度と血中TG値の推移について
菊名記念病院　薬剤部 1）、菊名記念病院　栄養科 2）、菊名記念病院　リハビリテーション科 3）、菊名記念病院　外科 4）、
菊名記念病院　総合診療科 5）、菊名記念病院　NST 6）

米澤禎貴 1,6）、長谷川遼馬 1,6）、柴　敏子 2,6）、山下昌彦 3,6）、菊地克己 2,6）、清水一起 4,6）、庭野元孝 5,6）

P-29-6� �脂肪乳剤の投与速度と体重
長野医療生活協同組合　長野中央病院　看護部 1）、長野医療生活協同組合　長野中央病院　薬剤科 2）、
長野医療生活協同組合　長野中央病院　栄養科 3）、長野医療生活協同組合　長野中央病院　外科 4）

福田ひと美 1）、丸山由香 2）、高澤智弘 3）、成田　淳 4）

P-29-7� �長期TPN管理症例における、脂肪乳剤の現状調査と今後の課題
社会医療法人雪の聖母会聖マリア病院薬剤部 1）、社会医療法人雪の聖母会聖マリア病院小児外科 2）、
社会医療法人雪の聖母会聖マリア病院栄養支援管理部 3）、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 4）

長嶋フクヱ 1）、川原真美 1）、小野沙織 1）、吉田　索 2）、浅桐公男 2）、朝川貴博 3）、靏　知光 4）

P-29-8� �長期療養型病院における中心静脈栄養施行患者の脂肪乳剤使用動向の後ろ向き調査
独立行政法人国立病院機構徳島病院　薬剤科 1）、独立行政法人国立病院機構徳島病院　感染対策室 2）

阿部正博 1）、後藤亜香里 2）

P-29-9� �イントラリポス輸液を側管投与した後のフラッシング方法の検討
株式会社大塚製薬工場　輸液情報センター 1）、新潟大学大学院　保健学研究科 2）

岡村直耶 1）、小山　諭 2）

P-29-10��経口摂取可能にもかかわらず必須脂肪酸欠乏が疑われた一症例
徳島大学病院　薬剤部 1）、徳島大学病院　栄養部 2）、徳島大学病院　耳鼻咽喉科・頭頸部外科 3）、徳島大学病院　皮膚科 4）、
徳島大学大学院医歯薬学研究部疾患治療栄養学分野 5）、徳島大学大学院医歯薬学研究部臨床薬理学分野 6）

中本亜樹 1）、菊井聡子 2）、三橋知里 1）、近藤英司 3）、石谷えみ 3）、仁木真理子 4）、濵田康弘 2,5）、石澤啓介 1,6）

一般演題（ポスター）30　静脈栄養（TPN・PPN）2	 ポスター会場②	 2月27日（木）	 9:30～10:30
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）

P-30-1� �総合消化器外科における診療看護師によるPICC挿入の実績と評価
藤田医科大学病院　中央診療部　FNP室 1）、藤田医科大学医学部　外科・緩和医療学講座 2）

竹松百合子 1）、三山有正 1）、東口髙志 2）、桂　長門 2）、村井美代 2）、川崎　俊 2）、大原寛之 2）

P-30-2� �当院での末梢静脈挿入式中心静脈カテーテル（ＰＩＣＣ）留置中の死亡症例についての考察
国立病院機構　岩国医療センター
平木和宏、渡邉元嗣、青　雅一

P-30-3� �当院での皮下埋込型中心静脈ポートの感染性合併症の調査
国立病院機構高知病院　外科 1）、国立病院機構高知病院　栄養管理室 2）、国立病院機構高知病院　薬剤部 3）

福山充俊 1）、永野由香里 2）、保手濱由基 2）、青野左知子 3）

P-30-4� �当院における中心静脈カテーテルを留置した症例に関する検討
社会医療法人新潟勤労者医療協会　下越病院
鈴木佐智代、原田　学、張替　徹、池浦とう子、古川美弥子、今井亜希、宮﨑優子、鈴木　憲

P-30-5� �長期HPNにより大腿静脈からのCVポート留置を余儀なくされている短腸症候群の1例
岐阜県総合医療センター　外科 1）、岐阜県総合医療センター　内科 2）、岐阜県総合医療センター　看護部 3）、
岐阜県総合医療センター　薬剤センター 4）、岐阜県総合医療センター　栄養管理部 5）

小森充嗣 1）、河合雅彦 1）、飯田真美 2）、前田健一 1）、大洞尚司 2）、田中さとみ 3）、小寺　聖 4）、堀尾忠司 5）、吉田智子 5）
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P-30-6� �当院および地域連携病院・施設における静脈栄養管理の実態調査
（株）麻生飯塚病院薬剤部 1）、（株）麻生飯塚病院小児外科 2）、（株）麻生飯塚病院看護部 3）

林　勝次 1）、中村晶俊 2）、宮本恭子 3）

P-30-7� �当院におけるTPN施行患者についての調査
社会福祉法人　京都社会事業財団　京都桂病院　NST事務局 1）、乳腺科 2）、薬剤科 3）、消化器内科 4）

平石宏行 1）、松谷泰男 2）、野崎　歩 3）、溝手　彩 3）、畦地英全 4）

P-30-8� �JA尾道総合病院における中心静脈栄養法の現状調査と課題の検討
JA尾道総合病院　薬剤部
高橋謙吾、下岡由紀、徳本和哉、松谷郁美

P-30-9� �経口摂取開始時のエネルギー充足率からみえた当院の課題～輸液のアドバイス連携システムの再構築を図る～
わたり病院　看護部 1）、わたり病院　栄養科 2）、わたり病院　リハビリ科 3）、わたり病院　臨床検査科 4）

宗川有香理 1）、鈴木久美子 2）、木幡　修 3）、加藤知佳 4）

P-30-10��カリウムフリーアミノ酸加輸液のセット登録の効果
飯山赤十字病院　薬剤部 1）、飯山赤十字病院　栄養課 2）、飯山赤十字病院　外科 3）、上尾中央総合病院外科・外科専門研修センター 4）

滝澤康志 1）、岡本　修 2）、石坂克彦 3）、大村健二 4）

一般演題（ポスター）31　経腸栄養	1	 ポスター会場②	 2月27日（木）	 14:00～15:00
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）

P-31-1� �経腸栄養管理による合併症に関する現状調査とその対応策作成の試み
社会医療法人大雄会総合大雄会病院NST
内田瑞穂、楳原亜季、稲野弓美、渡部恭子、関山真実、斎藤祥子、前田早苗、高田基志

P-31-2� �NST介入患者の経腸栄養関連合併症に関する検討
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 1）、看護部 2）、薬剤科 3）、歯科口腔外科 4）、総合診療科 5）、外科 6）

安保敏明 1）、斎野容子 1）、阪口美穂 2）、佐竹陽仁 3）、相澤聡一 4）、小澤康太 5）、三松謙司 6）

P-31-3� �心大血管術後患者における経管栄養プロトコール導入による下痢発生抑制効果
岐阜ハートセンター　栄養科 1）、岐阜ハートセンター　リハビリテーション科 2）、岐阜ハートセンター　看護部 3）、
岐阜ハートセンター　薬剤部 4）、岐阜ハートセンター　心臓血管外科 5）

桂川曜子 1）、原　康貴 2）、瀧野皓哉 2）、鷲見洋子 4）、稲波美香子 3）、大橋了子 3）、成瀬達啓 3）、野田香織 1）、加藤貴吉 5）、富田伸司 5）

P-31-4� �経腸栄養関連下痢に対して乳酸菌発酵成分配合流動食(YH)が機能した１例
悦伝会目白第二病院　栄養科 1）、悦伝会目白第二病院　外科 2）

朱通弓子 1）、水野英彰 2）

P-31-5� �経管栄養管理下における下痢の改善予測としての排便チャートの有用性
公立福生病院　栄養科 1）、公立福生病院　外科 2）、公立福生病院　看護部 3）、公立福生病院　薬剤部 4）、公立福生病院　検査技術科 5）、
公立福生病院　リハビリテーション技術科 6）、公立福生病院　皮膚科 7）

石川　侑 1）、黄金崎愛美 3）、山郷淑子 3）、島田真由美 4）、木崎大賀 4）、吉沼　孝 5）、山久智加 5）、十山由理 5）、山田裕之 6）、野田啓美 6）、
江澤怜子 1）、木下美佐子 1）、塩入瑞恵 7）、星川竜彦 2）

P-31-6� �長期療養中の患者に対する栄養と排便コントロール
医療法人昌円会　高村病院　看護部
増本浩二

P-31-7� �インドメタシン誘発性胃潰瘍に対する経腸栄養剤の有効性の検討
医療法人財団　荻窪病院 1）、武蔵野大学　薬学部 2）

吉見　猛 1,2）、伊藤清美 2）

P-31-8� �経腸栄養剤の種類による微生物の増殖の違い
大阪大谷大学薬学部実践医療薬学講座
村上佳奈葉、面谷幸子、初田泰敏、向井淳治、名德倫明

P-31-9� �経腸栄養関連下痢に対するプロバイオティクス(BB536)の有効性
湘南藤沢徳洲会病院　栄養管理室 1）、湘南藤沢徳洲会病院　看護部 2）、湘南藤沢徳洲会病院　臨床検査部 3）、湘南藤沢徳洲会病院　薬剤部 4）

髙橋敬子 1）、櫻井聖子 1）、関　陽子 2）、原　愛美 2）、瀬戸成美 3）、橋本亜耶 4）

P-31-10� �高発酵性食物繊維（PHGG）導入によるインフルエンザ発症への影響～介護療養病床入院施設における検討～
医療法人社団松寿会　介護医療院松寿会病院
荻原已穂子
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P-31-11� �高齢入院患者に対する水溶性食物繊維グアーガム分解物（PHGG）によるインフルエンザ発症抑制効果の検討
医療法人社団いずみ会北星病院医療技術部栄養科 1）、医療法人社団いずみ会北星病院看護科 2）、医療法人社団いずみ会北星病院医事課 3）

高橋千加 1）、中岡多佳子 2）、道下貴裕 3）

P-31-12� �シンバイオティクスとペクチン含有消化態濃厚流動食が排便コントロールに有用であった一例
独立行政法人国立病院機構豊橋医療センター栄養管理室 1）、独立行政法人国立病院機構豊橋医療センター脳神経外科 2）

高木咲穂子 1）、酒井秀樹 2）

一般演題（ポスター）32　サルコペニア・フレイル	1	 ポスター会場②	 2月27日（木）	 15:30～16:30
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）

P-32-1� �当院外来診察におけるフレイルおよびサルコペニアの評価の実施と課題
北原国際病院リハビリテーション科 1）、北原リハビリテーション病院リハビリテーション科 2）、北原国際病院薬剤科 3）、
北原リハビリテーション病院栄養科 4）

野澤雅美 1）、拝藤沙織 2）、清水哲平 3）、内山亜希子 4）

P-32-2� �在宅高齢者のサルコペニア・フレイル予防につながる生活リハ
順心リハビリテーション病院　自立支援・栄養プロジェクト 1）、株式会社Reha Labo Japan 地域連携室 2）、群馬大学医学部附属病院 3）、
聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 4）、熊本リハビリテーション病院 5）

内橋　恵 1）、古谷直弘 2）、市川佳孝 3）、森みさ子 4）、吉村芳弘 5）

P-32-3� �一般住民におけるプレフレイルティ状態に関与する血液検査、生活習慣、食事習慣の解析
九州大学病院　総合診療科 1）、原土井病院 2）

池崎裕昭 1,2）、林　　純 2）、原　　寛 2）

P-32-4� �フレイルサイクルから脱却した一症例～経口摂取からQOL向上へ～
社会医療法人財団池友会福岡和白病院脳神経外科病棟
川元応礼、原田　啓、小西美沙

P-32-5� �高齢者市中肺炎および医療・介護関連肺炎における予後因子としての骨格筋量の検討
国立病院機構大牟田病院内科 1）、国立病院機構大牟田病院呼吸器科 2）、国立病院機構大牟田病院栄養管理室 3）、
福岡大学　筑紫病院　呼吸器内科 4）

赤崎　卓 1）、若松謙太郎 2）、戸田美年 3）、槇　早苗 1）、永田忍彦 4）、川崎雅之 2）

P-32-6� �慢性期療養病床患者における乳清ペプチド消化態流動食の有効性とサルコペニア・フレイル脱却の可能性
イムスグループ　新戸塚病院　総合診療部（外科） 1）、イムスグループ　新戸塚病院　神経内科 2）

中尾健太郎 1）、武田芳子 2）

P-32-7� �サルコペニアによる嚥下障害　機能の維持から改善へのアプローチ
奄美中央病院　リハビリテーション科
大川　力

P-32-8� �２次性サルコペニアによる摂食嚥下障害から３食経口摂取可能となった２症例
知多厚生病院　リハビリテーション科 1）、知多厚生病院　外科 2）、知多厚生病院　栄養科 3）、知多厚生病院　薬剤部 4）、
知多厚生病院　看護部 5）

石川ゆき 1）、茶谷公治 1）、村元雅之 2）、深見沙織 3）、神谷有紀 4）、上原恵子 5）、榊原香代子 5）、沖田英人 5）

P-32-9� �認知症患者の入院初期の食事摂取量・FIMと薬剤の関連
芳珠記念病院　栄養管理室　NST 1）、芳珠記念病院　薬剤部　NST 2）、芳珠記念病院　歯科口腔外科　NST 3）

坂下理香 1）、中川貴史 2）、西出直人 3）

P-32-10��拒食がある認知症患者に対する食支援の一例
医療法人弘遠会すずかけグループ　すずかけセントラル病院　看護部
水谷香奈子

P-32-11��大腿骨近位部骨折患者における認知機能の低下と栄養指標の関連
公立みつぎ総合病院
半瀬志保、沖田光昭、松本英男、平井敏弘、菅原由至、日野公恵、賀好美由樹、角　昌子、浦上智早

P-32-12��歯科外来患者と口腔腫瘍患者における口腔機能と骨格筋指数の関連
鹿児島大学　大学院医歯学総合研究科　口腔顎顔面補綴学分野 1）、鹿児島大学　大学院医歯学総合研究科　顎顔面疾患制御学分野 2）

西　恭宏 1）、山下裕輔 1）、西慶太郎 2）、中村麻弥 2）



142 JSPEN2020　－第35回学術集会プログラム集－

一般演題（ポスター）33　半固形化栄養・ミキサー食	 ポスター会場②	 2月27日（木）	 9:30～10:30
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）

P-33-1� �当院における胃瘻造設後の栄養管理の取り組み「在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料」算定に向けて
国家公務員共済組合連合会　名城病院
加藤多恵、村井信彦、中村正樹、鈴木康史、城　浩介

P-33-2� �ハイネイーゲル®からマーメッドプラス®への変更による体重変化の検討
松波総合病院　内科 1）、松波総合病院　栄養科 2）

山本奈央子 1）、穐山直美 2）、前田朋子 2）、林　　慎 1）

P-33-3� �急性期脳卒中患者へのＰＰＩ投与下でのハイネイーゲルⓇの有用性について
諏訪赤十字病院NST 1）、諏訪赤十字病院看護部 2）、諏訪赤十字病院薬剤部 3）、諏訪赤十字病院栄養課 4）、諏訪赤十字病院消化器外科 5）、
諏訪赤十字病院リハビリテーション科 6）、諏訪赤十字病院口腔ケア・摂食嚥下チーム 7）

皆川久美子 1,2）、古清水元子 2,7）、宮﨑雄紀 1,3）、佐藤雪絵 1,4）、丸山起誉幸 1,5）、巨島文子 1,6,7）

P-33-4� �当院における粘度調整食品（REF-P1）使用についての現状と今後の課題
大崎市民病院　栄養管理部 1）、大崎市民病院　薬剤部 2）、大崎市民病院　外科 3）、大崎市民病院　腫瘍内科 4）

大橋みつほ 1）、佐々木達也 1）、林　智子 1）、中島朝陽 1）、松田克哉 1）、佐藤涼子 2）、熊谷葉子 2）、神波力也 3）、髙橋一臣 3）、茂住武尊 3）、
髙橋義和 4）

P-33-5� �重症嚥下障害で胃瘻造設後も頻回の下痢嘔吐により難儀するもNSTの介入で安定した栄養経路を確立しえた症例
大田病院
芹田絹枝、岳野由香利、田村　直、常見安史、鹿沼　優、牧上久仁子、植松美佳子、金丸亜希子、安藤美歩、吉川麻衣

P-33-6� �栄養管理の工夫により、繰り返す嘔吐を克服し得た胃瘻患者の一例
社会医療法人桑名恵風会桑名病院NST　外科 1）、社会医療法人桑名恵風会桑名病院NST　脳神経外科 2）、
社会医療法人桑名恵風会桑名病院NST　看護部 3）、社会医療法人桑名恵風会桑名病院NST　歯科衛生士 4）、 
社会医療法人桑名恵風会桑名病院NST　栄養室 5）、社会医療法人桑名恵風会桑名病院NST　薬剤部 6）、
社会医療法人桑名恵風会桑名病院NST　臨床検査室 7）、社会医療法人桑名恵風会桑名病院NST　リハビリテーション部 8）、
社会医療法人桑名恵風会桑名病院　外科 9）

榊原年宏 1）、大橋優智 9）、森田幸太郎 2）、渡邊知子 3）、福田成美 3）、桑野美雪 3）、近藤舞子 4）、小林昌子 5）、遠藤沙保里 5）、井川　望 6）、
小林果歩 7）、熊倉里美 8）

P-33-7� �ペクチン含有濃厚流動食が下痢改善に有用であった４例
JA三重厚生連　鈴鹿中央総合病院　薬剤部 1）、JA三重厚生連　鈴鹿中央総合病院　緩和ケア内科 2）、
JA三重厚生連　鈴鹿中央総合病院　看護部 3）、JA三重厚生連　鈴鹿中央総合病院　NST 4）

田中里奈 1,4）、寺邊政宏 2,4）、村田智香 3,4）、溝口紗和子 1,4）、藤田征志 1,4）

P-33-8� �腸瘻の重度下痢症に対しハイネイーゲル®の選定が奏功した一例
埼玉医科大学病院　栄養部 1）、埼玉医科大学病院　薬剤部 2）、埼玉医科大学病院　呼吸器内科 3）、埼玉医科大学病院　総合診療内科 4）、
埼玉医科大学病院　消化器・一般外科 5）、埼玉医科大学病院　小児外科 6）、埼玉医科大学病院　内分泌・糖尿病内科 7）

小山智代 1）、加藤睦美 1）、大谷清香 1）、須田幸子 1）、矢島雄介 2）、小宮山謙一郎 3）、内藤恵里佳 3）、芦谷啓吾 4）、伏島雄輔 5）、尾花和子 6）、
島田　朗 7）

P-33-9� �栄養強化商品を利用した新たな嚥下調整食の考え方
愛知県厚生農業協同組合連合会　介護老人保健施設あおみ　施設栄養係 1）、エームサービス株式会社 2）

大島拓土 1）、長浜有希乃 2）、小久保綾 2）、土井琴未 2）

P-33-10��低容量で高エネルギーなパワーペースト粥考案の試みとその後
医療法人社団　誠馨会　総泉病院　診療技術部　栄養科
岩佐朋子、内田悦子

P-33-11��急性期病院におけるとろみ状流動食採用の過程と工夫点
JA尾道総合病院　栄養科 1）、JA尾道総合病院　看護科 2）、JA尾道総合病院　薬剤部 3）、JA尾道総合病院　内科 4）

村上みなみ 1）、笹井佳奈子 1）、黒飛佳子 1）、中本智子 2）、村上美香 2）、貝原恵子 2）、高橋謙吾 3）、下岡由紀 3）、松谷郁美 3）、江﨑　隆 4）、
小野川靖二 4）

一般演題（ポスター）34　栄養デバイス・手技	 ポスター会場①	 2月28日（金）	 9:00～10:00
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）

P-34-1� �中心静脈カテーテルの筋間断裂についての検討
市立東大阪医療センター消化器外科
板倉弘明、山田晃正、佐藤　豪、堺　貴彬、知念良直、加藤　亮、家出清継、津田雄二郎、上田正射、中島慎介、太田勝也、古妻康之、
松山　仁、池永雅一
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P-34-2� �当院における中心静脈カテーテル挿入の現状と課題
仙台市立病院　外科
中村崇宣、瓶子隆弘

P-34-3� �CVポート留置術におけるアプローチ選択の工夫
成田記念病院　外科
上野修平、沢井博純、栗本昌明、小出修司、小出　肇、神谷　厚

P-34-4� �半固形剤注入における手技や指導に対する看護師の意識調査
茨城県立中央病院・茨城県地域がんセンター　看護局 1）、茨城県立中央病院・茨城県地域がんセンター　栄養科 2）、
茨城県立中央病院・茨城県地域がんセンター　栄養サポート室 3）

菊池由起子 1）、加倉井真紀 1）、立原文代 2）、中林幹雄 3）

P-34-5� �経鼻胃管法によるbolus投与の安全性
JA三重厚生連　三重北医療センター菰野厚生病院　栄養管理科 1）、JA三重厚生連　三重北医療センター菰野厚生病院　薬剤部 2）、
JA三重厚生連　三重北医療センター菰野厚生病院　看護部 3）、JA三重厚生連　三重北医療センターいなべ総合病院　薬剤部 4）

中谷理恵 1）、谷口靖樹 2）、前川純一 2）、加藤理津子 3）、石田実希 3）、川瀬将紀 4）

P-34-6� �胃瘻造設部位の検討～円背患者への胃瘻造設の経験
医療法人社団 shindo　旭川リハビリテーション病院　NST 1）、消化器科 2）、栄養課 3）、看護部 4）

浅間俊之 1,2）、安田理恵 1,3）、石川広子 1,4）、関川由美 1,4）

P-34-7� �新規格栄養チューブ�(ISO�80369-3)�における細菌汚染の経時的変化の検証
昭和大学　薬学部　社会健康薬学講座　社会薬学部門
古屋宏章、熊木良太、倉田なおみ

P-34-8� �フィーディングチューブを通過する乳糖の限界量について
国立病院機構　千葉医療センター　薬剤部 1）、国立病院機構　千葉医療センター　外科 2）

宮森彩香 1）、柳澤京子 1）、古林園子 1）、森嶋友一 2）

P-34-9� �高カロリー栄養補給剤摂取時や薬剤内服時の不快感を低減できる舌カバーの発明
静岡県立静岡がんセンター脳神経内科 1）、静岡県立静岡がんセンター栄養科 2）、静岡県立静岡がんセンター薬剤部 3）、
静岡県立静岡がんセンター食道外科 4）

福田博之 1）、山下亜衣子 2）、石川　寛 3）、永田菜美子 3）、新原正大 4）

P-34-10��気胸で発症した結腸穿孔の1例－結腸癌残胃浸潤に対する経管栄養の有用性について
三友堂病院　外科 1）、三友堂病院　緩和ケア科 2）、三友堂病院　栄養管理科 3）

平井一郎 1）、川村博司 2）、佐藤　結 3）、三村友恵 3）

P-34-11��CVポートを用いた長期HPN中に敗血症性肺塞栓症を発症したHirschsprung病類縁疾患の一例
大分県立病院　小児外科
福原雅弘、森口智江、江角元史郎

P-34-12��栄養食品の適性使用のため～院内ルールの作成とその効果～
圭春会　小張総合病院 1）、栄養科 2）、薬剤部 3）、看護部 4）、消化器内科 5）、外科 6）

飯島良江 1,2）、手塚宏幸 1,2）、増田華恵 1,4）、飯塚倫子 1,3）、山下加美 1,5）、横山武史 1,6）

一般演題（ポスター）35　地域連携・在宅栄養	2	 ポスター会場①	 2月28日（金）	 14:00～15:00
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）

P-35-1� �周辺の給食施設に対する嚥下食の実態調査と栄養サマリーの有効性を検証してわかったこと
公立七日市病院
金井　崇、金古美恵子、馬原充彦、小島弥生、松本祐希、高橋　茂、村井田雅代、中島明日香、茂木　徹

P-35-2� �地域の介護老人施設における高齢者に対する食事の介助状況とアセスメント
盛岡赤十字病院　看護部
佐々木恵、伊藤敏子

P-35-3� �高齢者の感染症症例の予後は，栄養状態に依存する
松江生協病院　内科
門脇秀和

P-35-4� �在宅施設における中鎖脂肪酸使用中断効果と主観的評価
みえ呼吸嚥下リハビリクリニック／グリーンタウン呼吸嚥下ケアプラニング
井上登太
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P-35-5� �地域栄養管理連携�サービス付き高齢者向け住宅での栄養管理事例報告
富家病院 1）、NST 2）、栄養指導科 3）、リハビリ 4）、メディカルホームふじみ野 5）、非常勤栄養士 6）、ケアーマネージャー 7）、看護師 8）、
富家病院　クリニック　医師 9）

松本菜々 1,2,3,5,6）、加藤　綾 5,8）、野村甚一 5,7）、橋本有紀 5,7）、冨張修平 1,4）、五嶋静香 5,8）、松谷有希 5,7）、辻　　明 9）、上山　裕 9）、
富家隆樹 1,2）

P-35-6� �胃切除術後における低栄養が継続していた高齢患者が栄養指導の介入により改善した1例
一般社団法人　日本海員掖済会　大阪掖済会病院　栄養管理室
宮脇武志

P-35-7� �胃瘻自己管理困難患者を在宅医療でサポ－トし良好な経過を経た一症例－患者のウェルビーイングを重視して－
群馬県済生会前橋病院
吉澤洋子、吉永輝夫、田中良樹、清水喜美子、鹿野恵津子、森下宙輝、高瀬麻由美、中島みず穂、宮崎純一、斉木理恵、森田彰子、
宮嶋ちひろ

P-35-8� �早期のCVポート造設と在宅栄養の導入が高齢者進行胃癌治療に有用であった1�例
かみいち総合病院　外科 1）、かみいち総合病院　NST 2）、かみいち総合病院　内科 3）

関根慎一 1,2）、河上裕太郎 3）、土井淳詩 2）、広瀬真由美 2）、浦田紀子 2）、関島　梓 2,3）、佐藤幸浩 2,3）

P-35-9� �地域連携を活用し在宅栄養管理に至った短腸症候群の1例
福井県済生会病院　外科
斎藤健一郎、前田亜矢、猪之詰美香、竹林尚恵、谷口俊江、堀田栄治、伊藤幸男、水野由紀子、大久保彰子、宗本義則

P-35-10��在宅薬剤投与上の問題点：漢方療法の有用性と注意点　特に、食欲不振、便秘、下痢に対する漢方の次の一手
静岡市立清水病院　診療部リハビリテーション科 1）、静岡市立清水病院外科 2）、静岡市立清水病院薬剤部 3）、静岡市立清水病院臨床検査部 4）、
静岡市立清水病院リハビリテーション技術科 5）、静岡市立清水病院看護部 6）、静岡市立清水病院栄養科 7）

坂元隆一 1）、平山一久 2）、古屋麗子 3）、松浦功貴 3）、大瀧南海子 4）、望月　誠 6,7）、山崎耀太 5）、佐野千秋 7）

P-35-11��地域での低栄養を防ぐためには～孤食によるサルコペニアと考えられた一例～
JA福島厚生連　坂下厚生総合病院
星映理香、佐々木一希

P-35-12��急性期病院における訪問栄養食事指導の実施～多職種連携によるサポートが食生活改善に繋がった一症例～
大分市医師会立アルメイダ病院　栄養管理室 1）、大分市医師会立アルメイダ病院　麻酔科 2）

廣瀬明子 1）、清松美枝子 1）、岩坂日出男 2）

一般演題（ポスター）36　緩和ケアと栄養療法	2	 ポスター会場①	 2月28日（金）	 16:00～17:00
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）

P-36-1� �栄養サポートチームと緩和ケアチームの連携によるがん患者の栄養管理上の効果
東京女子医科大学病院　看護部 1）、東京女子医科大学病院　麻酔科 2）、東京女子医科大学病院　血液浄化療法科 3）、
東京女子医科大学病院　消化器外科 4）、東京女子医科大学病院　栄養課 5）、東京女子医科大学病院　薬剤部 6）、
東京女子医科大学病院　NST 7）、東京女子医科大学病院　PCT 8）

大塚有希子 1,7）、篠　聡子 1,7）、古井郁恵 2,7,8）、花房規男 3,7）、小竹　将 4,7）、坂田　章 5,7）、佐藤美絵 6,7）、只見智恵子 6,7）

P-36-2� �当院緩和病棟におけるNST介入症例の検討
沖縄赤十字病院　外科 1）、沖縄赤十字病院　NST 2）

豊見山健 1）、百名佑斗 2）、宮城　毅 2）、友利潤子 2）

P-36-3� �当院の緩和ケアチームにおける管理栄養士の役割
公立松任石川中央病院　栄養サポートチーム 1）、公立松任石川中央病院　栄養管理室 2）、公立松任石川中央病院　緩和ケアチーム 3）

中野明日香 1,2,3）、長東菜穂 1,2）、室塚登紀子 2）、金原寛子 1）、近澤　明 1）、中川清仁 1）、林美彩恵 1）、東　弥生 3）、長田千香 3）、樋口陽子 1）、
牧本泰子 1）、永岡奈美 1）、高畠外美子 1,3）、石井　要 1,3）、八木雅夫 1）

P-36-4� �緩和ケアに関わる管理栄養士の現状と課題
美作大学短期大学部　栄養学科 1）、愛知県厚生連稲沢厚生病院　栄養科 2）

橋本　賢 1）、森　茂雄 2）

P-36-5� �がん緩和ケアチーム介入患者への食事支援
静岡済生会総合病院　栄養管理科
内田理恵

P-36-6� �終末期がん緩和ケア症例でのNarrative�Based�Medicine主軸の栄養療法実践と検討
公益財団法人　伊豆保健医療センター　栄養科 1）、公益財団法人　伊豆保健医療センター　外科 2）、
公益財団法人　伊豆保健医療センター　看護部 3）

谷津倉友美 1）、小野　憲 2）、石井亜季子 3）
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P-36-7� �PEGJカテーテルを用いた減圧で経口摂取を再開できたS状結腸癌腹膜播種性腸閉塞の１例
山梨大学医学部附属病院　第一外科
滝口光一、古屋信二、高橋和徳、清水浩紀、丸山　傑、中田祐紀、赤池英憲、細村直弘、河口賀彦、雨宮秀武、川井田博充、須藤　誠、
河野　博、市川大輔

P-36-8� �緩和ケアチーム介入と経皮経食道胃管挿入術施行により、食べる希望に寄り添えた一症例
社会医療法人　誠光会　草津総合病院　栄養部 1）、社会医療法人　誠光会　草津総合病院　薬剤部 2）、
社会医療法人　誠光会　草津総合病院　看護部 3）、社会医療法人　誠光会　草津総合病院　消化器内科 4）、
社会医療法人　誠光会　草津総合病院　消化器外科 5）、社会医療法人　誠光会　草津総合病院　緩和ケア内科 6）

髙田小百合 1）、中嶋容子 1）、西村直子 1）、布施順子 1）、原田奈津子 2）、城　亜希 3）、伊賀規子 3）、島本和巳 4）、小林　遊 4）、一瀬真澄 5）、
堀　泰祐 6）

P-36-9� �悪性消化管閉塞に対する緩和医療として経皮経食道胃管挿入術を行った2例
国立病院機構東京医療センター　外科 1）、国立病院機構東京医療センター　腎臓内科 2）、国立病院機構東京医療センター　栄養科 3）、
国立病院機構東京医療センター　看護部 4）、国立病院機構東京医療センター　薬剤部 5）

西原佑一 1）、門松　賢 2）、斉藤彩子 3）、新井扶美子 4）、白戸ゆり 3）、伊藤はる美 4）、片桐　梓 5）

P-36-10��楽しみのための経口摂取を目的として経皮経食道胃管挿入術(PTEG)を施行した腹膜偽粘液腫の1例
藤田医科大学病院緩和ケアセンター 1）、藤田医科大学医学部外科・緩和医療学講座 2）

川崎　俊 1,2）、東口髙志 1,2）、桂　長門 1,2）、村井美代 1,2）、大原寛之 1,2）、山下通教 1,2）

P-36-11��緩和ケア病棟における管理栄養士の関わりの一例
徳島市民病院　栄養管理室 1）、緩和ケア内科 2）

丸山静香 1）、久米夕起子 1）、片山和久 2）

P-36-12��終末期高齢者の食の支援～環境調整により最期まで経口摂取を継続できた一例～
豊見城中央病院　食支援室
下地昭菜、国場幸乃、大城清貴、内間菜奈美

一般演題（ポスター）37　栄養教育	2	 ポスター会場①	 2月28日（金）	 9:00～10:00
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）

P-37-1� �NSTランチタイムミーティングの今�～院内の栄養教育に何が必要か？～
桐生厚生総合病院　皮膚科 1）、中央検査部 2）、リハビリテーション科 3）、看護部 4）、食養科 5）、薬剤部 6）、内科 7）

岡田克之 1）、田代香奈 2）、畑中有理 3）、細谷弥生 4）、並木純子 5）、小林　誠 5）、伊藤さやか 4）、佐々木杏奈 4）、鈴木雄真 3）、平野浩司 6）、
飯田智広 7）

P-37-2� �栄養教室から発展した栄養サポートチームによる健康講話の開催
医療法人きびだんご　大腸肛門科　仙台桃太郎クリニック
阿部忠義、佐竹美保、木村光宏

P-37-3� �栄養サポートチーム加算病棟におけるNST事前カンファレンスについて
東北大学病院　看護部 1）、東北大学病院　栄養管理室 2）、東北大学病院　消化器外科学 3）

熊谷知洋 1）、太田麻由佳 1）、佐藤　望 1）、三浦温子 1）、狩野修代 1）、中川眞美 1）、西川祐未 2）、佐々木まなみ 2）、布田美貴子 2）、元井冬彦 3）、
海野倫明 3）

P-37-4� �多職種連携と患者満足度の向上を目指した病院食試食会の取り組み
龍野中央病院栄養科 1）、龍野中央病院循環器内科 2）

橋本あかね 1）、大西瑠莉 1）、井上通彦 2）

P-37-5� �院内栄養情報紙の発行とその影響
東邦大学医療センター佐倉病院NST 1）、東邦大学医療センター佐倉病院薬剤部 2）、東邦大学医療センター佐倉病院内科 3）、
東邦大学医療センター佐倉病院栄養部 4）、東邦大学医療センター佐倉病院リハビリテーション部 5）、東邦大学医療センター佐倉病院看護部 6）、
東邦大学医療センター佐倉病院事務部 7）

浦野　敦 1,2）、山口　崇 1,3）、金居理恵子 1,4）、治田實之 1,5）、大場　睦 1,6）、藤井竜二 1,7）、龍野一郎 1,3）

P-37-6� �パーキンソン病専門介護施設における多職種連携と薬物療法・栄養療法の取り組み
（株）スパーテル医薬品情報室
杉田尚寛

P-37-7� �実践報告：ARCSモデルを意識した栄養勉強会を主体とした病棟栄養係としての活動
公立学校共済組合関東中央病院　看護部 1）、公立学校共済組合関東中央病院　診療部 2）、公立学校共済組合関東中央病院　栄養科 3）

大鹿桐子 1）、田宮かなほ 1）、蔵並　慧 2）、関　光里 2）、石垣伽那子 3）、小野寺瞳 1）、神田由佳 1）

P-37-8� �病棟看護師の栄養管理に関する自己評価と知識の調査～A病院の栄養管理に関する教育の必要性の検討～
群馬県立がんセンター、看護部、7階東病棟 1）、群馬県立がんセンター、看護部、外来・入院支援センター 2）、
群馬県立がんセンター、栄養調理課 3）

海老原奈瑠美 1）、設樂栄幸 2）、難波陽子 3）
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P-37-9� �院内認定嚥下ナース制度を始めて－活動の現状と課題－
前橋赤十字病院　NST 1）、前橋赤十字病院　リハビリテーション課 2）、医療法人　大誠会　内田病院 3）

松本知沙 1）、小倉美佳 1）、小島千夜 1）、高井利奈 1）、棚橋由佳 1,2）、小原陽子 2）、高坂陽子 3）、伊東七奈子 3）、荒川和久 1）

P-37-10��精神疾患患者の効果的な�栄養教育方法の探索�―セルフモニタリングを用いた栄養教育介入―
山梨県立中央病院栄養管理科 1）、山梨県立北病院栄養管理科 2）、山梨県立北病院社会生活支援部デイケア担当 3）、東洋大学食環境科学部 4）、
静岡県立大学大学院薬食生命科学総合学府 5）

雨宮巳奈 1,2）、平井美樹夫 2）、有泉加奈絵 3）、西原真理 3）、奥谷卓音 5）、三澤史斉 2）、宮坂芳明 1）、反頭智子 1）、井上広子 4）

P-37-11� �若年層の新型栄養失調の現状と課題
大和高田市立病院
松本実代、新森健太郎、小泉明子

P-37-12��地方都市における栄養研究会の意義とこれから
社会医療法人　緑壮会　金田病院　外科／真庭Nutrition club
三村卓司

一般演題（ポスター）38　嚥下障害	2	 ポスター会場①	 2月28日（金）	 14:00～15:00
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）

P-38-1� �当院におけるＮＳＴ介入症例の嚥下訓練実施者と非実施者の在院日数から見た嚥下障害が与える予後への影響
イムス札幌消化器中央総合病院　リハビリテーション科 1）、イムス札幌消化器中央総合病院　消化器内科 2）、
イムス札幌消化器中央総合病院　栄養科 3）、イムス札幌消化器中央総合病院　検査科 4）、イムス札幌消化器中央総合病院　薬局 5）、
イムス札幌消化器中央総合病院　看護部 6）

杉山翔一 1）、岸　宗佑 2）、堀淳一郎 1）、梅澤　杏 3）、本間野の子 3）、堀田愛花 3）、榎戸優介 3）、田中和加子 6）、品川華菜 4）、野尻未来 4）、
樋口ひろか 5）、髙橋美沙 5）、菊池こずえ 3）、丹野誠志 2）

P-38-2� �NST介入患者における嚥下障害患者の実態調査
独立行政法人国立病院機構　京都医療センター
松本真理子

P-38-3� �当院における摂食嚥下チームの活動の効果と今後の課題
岩手県立磐井病院リハビリテーション技術科 1）、岩手県立磐井病院耳鼻咽喉科 2）、岩手県立磐井病院外科 3）、岩手県立磐井病院栄養管理科 4）、
岩手県立千厩病院栄養管理科 5）

山桑淑子 1）、東賢二郎 2）、阿部隆之 3）、瀬川さゆり 4）、蕨野佳子 5）

P-38-4� �肺炎治療のため絶食となり経口摂取を獲得した患者のNSTの介入状況についての振り返り
公益財団法人ときわ会常磐病院看護部 1）、公益財団法人ときわ会常磐病院外科 2）、公益財団法人ときわ会常磐病院栄養課 3）、
公益財団法人ときわ会常磐病院薬剤部 4）、公益財団法人ときわ会常磐病院臨床検査課 5）、公益財団法人ときわ会常磐病院言語聴覚療法課 6）

根本美保 1,4）、神崎憲雄 2）、稲沼千春 1）、中野顕子 3）、日置清子 3）、鈴木悠里 4）、岩本陽花 4）、吉田ちひろ 5）、小松紋美 6）、佐藤みづき 6）

P-38-5� �言語聴覚士との協働が看護師にもたらす嚥下機能訓練への効果
深谷赤十字病院
深海ひかる、野澤由記子、内田勝之

P-38-6� �摂食嚥下障害患者の安全な食事環境提供に対するSTの取り組み
国家公務員共済組合連合会　横須賀共済病院　NST 1）、国家公務員共済組合連合会　横須賀共済病院　リハビリテーション科 2）、
国家公務員共済組合連合会　横須賀共済病院　腎臓内科 3）、国家公務員共済組合連合会　横須賀共済病院　栄養管理科 4）、
国家公務員共済組合連合会　横須賀共済病院　看護部 5）、国家公務員共済組合連合会　横須賀共済病院　薬剤科 6）

平岡圭子 1,2）、田中啓之 1,3）、大谷　恵 1,3）、森本靖久 1,3）、野間友紀 1,4）、野﨑　梢 1,4）、河越美香 1,4）、服部みな子 1,4）、高野寿子 1,5）、
安　泰成 1,6）、須藤　優 1,6）

P-38-7� �歯科衛生士が行う摂食嚥下リハビリテーション
総合南東北病院　歯科口腔外科
山口裕二、石河ゆかり、森　隆志

P-38-8� �療養病床転棟後、気管カニューレ、経鼻胃管を抜去、経口摂取可能となった大動脈瘤術後、脳梗塞患者の一例
五條病院　院長 1）、五條病院　看護部 2）、五條病院　診療支援部　栄養 3）、五條病院　診療支援部　薬剤 4）、
五條病院　診療支援部　リハビリ 5）、南奈良総合医療センター　リハビリ部 6）、五條病院　診療支援部　検査 7）

檀浦佑季 3）、森安博人 1）、西尾佳恵 3）、松島由美 2）、林　奈歩 2）、御勢裕子 4）、宍戸　毅 4）、中浦　誠 6）、外山高史 6）、田中耕嗣 5）、中村雅子 7）

P-38-9� �舌接触補助床および人工舌が口底癌術後患者の意欲改善、QOL向上につながった1例
自治医科大学医学部歯科口腔外科学講座 1）、昭和大学歯学部口腔リハビリテーション医学部門 2）、自治医科大学附属病院NST支援室 3）

山川道代 1,2,3）、高橋浩二 2）、古内三基子 3）、馬場千恵子 3）、釜井聡子 3）、長嶺智重子 3）、茂木さつき 3）、三輪田哲郎 3）、坂本博次 3）、
倉科憲太郎 3）
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P-38-10��長期の経口直接訓練を経て完全経口栄養への移行が可能となった2例
中馬病院　外科 1）、中馬病院　NST 2）、ヒロデンタルクリニック 3）

中馬正志 1）、城本芙美 2）、森内智子 2）、岡崎由紀子 2）、藏守沙也加 2）、澤口真由美 2）、上田紘史 3）

P-38-11��誤嚥性肺炎患者に早期経口摂取と栄養管理を行い自宅退院した一例
高岡市民病院
尾崎佐有里

一般演題（ポスター）39　嚥下障害	3	 ポスター会場①	 2月28日（金）	 16:00～17:00
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）

P-39-1� �誤嚥性肺炎症例の栄養管理の検討～当院版水飲みテスト導入前後での比較検討～
済生会松阪総合病院 1）、看護部 2）、内科 3）、管理栄養課 4）

中井佐奈 1,2）、伊藤理愛 2）、結城宏美 2）、松本由紀 4）、福家洋之 3）、清水敦哉 3）

P-39-2� �誤嚥防止術を施行したパーキンソン病の臨床的背景と効果についての検討
国立病院機構宇多野病院　リハビリテーション科 1）、国立病院機構宇多野病院　脳神経内科・臨床研究部 2）

荻野智雄 1）、冨田　聡 2）、大江田知子 2）

P-39-3� �当院における重症嚥下障害患者への対応
京都第2赤十字病院　耳鼻咽喉科・気管食道外科 1）、京都第2赤十字病院　外科 2）、京都第2赤十字病院　栄養課 3）

内田真哉 1）、井川　理 2）、山口明浩 2）、山口真紀子 3）、山下弘子 3）

P-39-4� �地域でのサルコペニアの嚥下障害セミナー後の多職種グループワーク報告
九十九記念病院 1）、辻歯科医院 2）

平畑典子 1）、辻　　聡 2）

P-39-5� �多職種でかかわる食・えん下外来始めました
組合立　諏訪中央病院　看護部 1）、組合立　諏訪中央病院　診療部　総合診療科 2）、組合立　諏訪中央病院　診療部　歯科口腔外科 3）、
組合立　諏訪中央病院　技術部　歯科衛生士 4）、組合立　諏訪中央病院　技術部　栄養科 5）

丸茂広子 1）、奥　知久 2）、嶋根　哲 3）、牧野貴明 3）、今井理恵 4）、原絵美子 4）、米澤賢一 5）、安藤千佳 5）

P-39-6� �移転に伴いみえた高度救命救急センター病棟における摂食機能療法の現状と課題
前橋赤十字病院 1）、看護部 2）、高度救命救急センター 3）、NST 4）

植田美彩樹 1,2,3,4）、黛　智子 1,2,3,4）、小倉美佳 1,2,4）、荒川和久 1,4）、藤原大樹 1,3,4）

P-39-7� �ICU人工呼吸離脱後の摂食嚥下障害の現状調査
地方独立行政法人　那覇市立病院　看護部
松田正幸、清水孝宏

P-39-8� �誤嚥性肺炎を起こした高齢者が、最期まで口から食べる楽しみを損なわないためには
草津総合病院　看護部 1）、草津総合病院　消化器外科 2）、草津総合病院　栄養部 3）、草津総合病院　リハビリテーション部 4）、
草津総合病院　頭頸部外科 5）

境佐知子 1）、一瀬真澄 2）、河本勝之 5）、布施順子 3）、西村直子 3）、石井亜紀子 4）

P-39-9� �長期絶食、胃瘻造設したが経口摂取を再獲得できた一例
日本赤十字社医療センター　薬剤部 1）、日本赤十字社医療センター　リハビリテーション技術課 2）、日本赤十字社医療センター　栄養課 3）、
日本赤十字社医療センター　検査部 4）、日本赤十字社医療センター　看護部 5）、日本赤十字社医療センター　胃・食道外科 6）

清水里紗 1）、樋口　晶 2）、松島祥子 3）、石川史明 3）、桑原麻樹 4）、三島明子 5）、前原　緑 5）、金子まなぶ 5）、石田耕太 1）、細谷　治 1）、
風間義弘 6）

P-39-10��嚥下障害を生じた頭頸部腫瘍患者に対し、退院後も多職種で連携し３食経口摂取となった一例
駒込病院看護部看護科 1）、駒込病院栄養科 2）

砂山明子 1）、小森麻美 2）

P-39-11��絶食の状態から「肉を食べたい」の希望を叶えることができた重度嚥下障害者の1例
公益財団法人ときわ会　常磐病院　リハビリテーション課 1）、公益財団法人ときわ会　常磐病院　外科 2）、
公益財団法人ときわ会　常磐病院　看護部 3）、公益財団法人ときわ会　常磐病院　臨床検査課 4）、公益財団法人ときわ会　常磐病院　栄養課 5）

小松紋未 1）、神崎憲雄 2）、松本元美 1）、佐藤みづき 1）、稲沼千春 3）、根本美保 3）、吉田ちひろ 4）、中野顕子 5）、日置清子 5）

P-39-12��重篤な嚥下障害を伴う患者に対して新規栄養補助食品が著効した1症例
佐久穂町立千曲病院　NST 1）、栄養科 2）、薬剤科 3）、看護科 4）、リハビリテーション科 5）、外科 6）

甘利貴則 1,2）、依田善教 1,3）、佐塚茂美 1,4）、篠原みどり 1,4）、木次翔子 1,5）、井出祐里恵 1,5）、小松赳彦 1,6）、大澤明彦 1,6）
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一般演題（ポスター）40　嚥下障害	4	 ポスター会場①	 2月28日（金）	 9:00～10:00
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）

P-40-1� �高齢入院患者における舌圧値と栄養状況に関する検討
厚生中央病院　検査科 1）、厚生中央病院　栄養科 2）、厚生中央病院　薬剤部 3）、厚生中央病院　看護部 4）、厚生中央病院　総合内科 5）

大城伽奈 1）、石川由佳 1）、内藤彩瑛 1）、嶋崎愛子 2）、前野拓也 3）、大久保直樹 4）、吉田　文 4）、横山智央 5）

P-40-2� �絶食が超高齢誤嚥性肺炎患者のアウトカムに及ぼす影響
医療法人沖縄徳洲会　高砂西部病院　リハビリテーション科 1）、医療法人沖縄徳洲会　高砂西部病院　栄養科 2）、 
医療法人沖縄徳洲会　高砂西部病院　看護部 3）、医療法人沖縄徳洲会　高砂西部病院　薬剤部 4）、
医療法人沖縄徳洲会　高砂西部病院　小児科 5）、医療法人沖縄徳洲会　高砂西部病院　消化器内科 6）

横山裕輝 1）、清水真珠美 2）、松末美樹 3）、三輪陽香 4）、工藤直子 5）、西村東人 6）

P-40-3� �高度急性期病院における心臓外科術後患者の摂食嚥下機能に対する早期介入の現状
名古屋大学医学部付属病院看護部
悪原神奈、渡辺裕人、大鐘ゆかり、松井治美、姫野美都枝

P-40-4� �市販の服薬補助ゼリーの使用感評価（試飲比較アンケート結果）
株式会社モリモト医薬
盛本修司

P-40-5� �超高齢化の進む地域病院における栄養補給パウダー導入の試み
社会福祉法人北海道社会事業協会余市病院　栄養管理室 1）、リハビリテーション科 2）、外科 3）

坂本知世 1）、埜瀬充功 2）、中畑誠一 2）、鳴海いくこ 1）、篠原良仁 3）

P-40-6� �摂食嚥下機能障害における薬剤の影響に関する検討
神戸市立医療センター西市民病院　薬剤部 1）、神戸市立医療センター西市民病院　呼吸器内科 2）、
神戸市立医療センター西市民病院　栄養管理室 3）、神戸市立医療センター西市民病院　リハビリテーション技術部 4）、 
神戸市立医療センター西市民病院　看護部 5）、神戸市立医療センター西市民病院　耳鼻咽喉科 6）、
神戸市立医療センター西市民病院　歯科口腔外科 7）、神戸市立医療センター西市民病院　脳神経内科 8）、
神戸市立医療センター西市民病院　消化器外科・院長補佐 9）

光武瑞穂 1）、金子正博 2）、福嶋浩一 1）、巽　弥生 1）、田村昌三 1）、尾鼻俊弥 3）、岡本知子 4）、廣石絢子 4）、太田好美 5）、後藤昭一 6）、
河合峰雄 7）、西田哲也 7）、菅生教文 8）、田中詳二 1）、原田武尚 9）

P-40-7� �封入体筋炎患者の肺炎予防に向けた取り組み　～在宅療養者の嚥下障害に対する課題～
至誠堂訪問サービスセンターコスモス 1）、至誠堂総合病院リハビリテーション科 2）、至誠堂総合病院栄養科 3）、至誠堂総合病院神経内科 4）

鈴木賢太朗 1）、太田朋美 1）、横山俊一 2）、小林奈由子 3）、谷口昌光 4）

P-40-8� �顔面多発骨折により嚥下障害を来たした一例
日本大学医学部附属板橋病院NST 1）、日本大学医学部歯科口腔外科学分野 2）、日本大学医学部附属板橋病院理学療法室 3）、
日本大学医学部附属板橋病院栄養科 4）、日本大学医学部附属板橋病院薬剤部 5）、日本大学医学部附属板橋病院看護部 6）、
日本大学医学部附属板橋病院歯科衛生技工室 7）、日本大学医学部耳鼻咽喉頭頚部外科学分野 8）、日本大学医学部産婦人科学分野 9）、
日本大学医学部小児外科学分野 10）

北野尚孝 1,2）、松崎彩花 1,3）、亀山久美子 1,4）、鈴木慎一郎 1,5）、梅田富子 1,6）、吉田千夏 1,7）、田中真琴 1,8）、武谷千晶 1,9）、鴫原俊太郎 1,8）、
上原秀一郎 1,10）

P-40-9� �声門開大術後に長期の誤嚥をきたした両側声帯麻痺の1例
静岡県立こども病院　外科 1）、静岡県立こども病院　栄養管理室 2）

福本弘二 1）、三宅　啓 1）、仲谷健吾 1）、関岡明憲 1）、野村明芳 1）、山田　進 1）、金井理沙 1）、鈴木恭子 2）、八木佳子 2）、小林あゆみ 2）、
漆原直人 1）

P-40-10��多職種で経口摂取再獲得に介入した口腔がん患者の一例
日本大学医学部附属板橋病院理学療法室 1）、日本大学医学部歯科口腔外科学分野 2）、日本大学医学部耳鼻咽喉頭頚部外科学分野 3）、
日本大学医学部外科学系小児外科学分野 4）

松崎彩花 1）、北野尚孝 2）、田中真琴 3）、鴫原俊太郎 3）、上原秀一郎 4）

P-40-11��多職種のサポートで自宅退院が可能となった重度嚥下障害患者の1例
松下記念病院　リハビリテーション科 1）、松下記念病院　看護部 2）、松下記念病院　栄養指導室 3）、松下記念病院　糖尿病・内分泌科 4）

石川なな 1）、浅田宗隆 2）、堀本智美 3）、岡田博史 4）

一般演題（ポスター）41　嚥下障害	5	 ポスター会場①	 2月28日（金）	 14:00～15:00
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）

P-41-1� �医師，看護師のとろみに関する現状把握ととろみ調整体験学習を通した意識変容
大阪市立大学医学部附属病院　看護部 1）、大阪市立大学医学部附属病院　栄養部 2）、大阪市立大学医学部附属病院　耳鼻いんこう科 3）

大窪恵子 1）、西開舞子 1）、大西恵子 1）、藤本浩毅 2）、阪本浩一 3）
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P-41-2� �覚醒不良のある患者への“食べるための基礎作り”
公益社団法人信和会京都民医連あすかい病院
八阪美穂

P-41-3� �適切な嚥下調整食の提供に向けた、摂食嚥下障害患者の栄養管理
富山大学附属病院ＮＳＴ
豆本真理恵、江尻尚隆、新村康華、吉田明浩、杉﨑梨加、應矢紀子、直井一久、甲村亮二、長田拓哉、戸邉一之

P-41-4� �東京警察病院における嚥下調整食改定における工夫
東京警察病院栄養科 1）、東京警察病院内科 2）、東京警察病院看護部 3）、東京警察病院薬剤科 4）、東京警察病院臨床検査科 5）、
東京警察病院リハビリテーション科 6）

山本稔男 1）、小椋啓司 2）、寺井知子 2）、大沼扶久子 3）、川崎智子 3）、高橋翔太 3）、東原睦美 1）、藪山田香代子 4）、降旗こずえ 4）、阿部香津子 5）、
市川和繁 6）

P-41-5� �当院における嚥下造影検査食の見直し―物性の検討―
医療法人社団登豊会近石病院歯科・口腔外科 1）、医療法人社団登豊会近石病院　栄養科 2）、藤田医科大学医学部　歯科・口腔外科 3）、
医療法人社団登豊会近石病院　外科 4）、朝日大学歯学部　障害者歯科分野 5）

中澤悠里 1）、浅井ひの 2）、森田　達 1）、近石壮登 1,3）、小牧令典 1,3）、近石登喜雄 4）、谷口裕重 1,5）

P-41-6� �院内レストランで『やわらか食』販売に向けた取り組み
近畿大学病院　看護部 1）、近畿大学病院　栄養部 2）、近畿大学病院　リハビリテーション部 3）、近畿大学病院　呼吸器・アレルギー内科 4）

宇城　恵 1）、梶原克美 2）、齋藤　務 3）、岩永賢司 4）

P-41-7� �凍結含浸食による嚥下調整食で栄養改善が得られた一例～凍結含浸食とムース食の栄養状態の比較を通して～
厚地脳神経外科病院　栄養科 1）、厚地脳神経外科病院　脳神経外科 2）

鍋嶋和子 1）、小嶋　綾 1）、牛山紗稀子 1）、森山一洋 2）

P-41-8� �要介護高齢者の体重コントロールが、逆流による誤嚥性肺炎を回避できた１症例
東京医科歯科大学大学院　医歯学総合研究科　高齢者歯科学分野 1）、
東京医科歯科大学大学院　医歯学総合研究科　地域・福祉口腔機能管理学分野 2）、さいたま赤十字病院　口腔外科 3）

中根綾子 1）、吉住　結 1,3）、山口浩平 1）、吉見佳那子 1）、中川量晴 1）、古屋純一 2）、戸原　玄 1）

P-41-9� �演題取り下げ

P-41-10� �サルコペニアが主要因と考えられる摂食嚥下障害患者に対し、リハビリと栄養の併用が効果的であった1症例
神戸市立西神戸医療センター
白井裕美子、井上達朗、島村康弘、田中利明、井谷智尚

P-41-11� �STと連携し経管栄養から経口への移行期の栄養管理がシームレスに行えた2症例
市立東大阪医療センター医療技術局栄養管理科 1）、市立東大阪医療センター消化器外科 2）、市立東大阪医療センター内分泌代謝内科 3）、
市立東大阪医療センター歯科 4）、市立東大阪医療センター薬剤部 5）、市立東大阪医療センター看護局 6）

福岡　学 1）、松山　仁 2）、田中智子 1）、原　典子 1）、橋本文子 1）、近藤裕志 5）、村井亜衣 5）、宮田　歩 6）、中島慎介 2）、渥美友佳子 4）、
川口義彦 3）

一般演題（ポスター）42　NSTにおける各職種の役割	1	 ポスター会場①	 2月28日（金）	 16:00～17:00
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）

P-42-1� �チーム医療における管理栄養士の現状分析
相模女子大学　栄養科学部　管理栄養学会
望月弘彦

P-42-2� �ICUにおける管理栄養士の病棟配置の検討：人工呼吸器患者に対する病棟業務にかかる時間からの分析
日本赤十字社医療センター　栄養課 1）、集中治療科 2）

石川史明 1）、山邊志都子 1）、齋藤　豊 2）

P-42-3� �上部消化管外科病棟におけるNST専任担当栄養士の役割
東京慈恵会医科大学附属病院　栄養部 1）、東京慈恵会医科大学附属病院　消化器外科 2）

野村佳子 1）、西川勝則 2）、小林明美 1）、渡辺裕子 1）、福士朝子 1）、濱　裕宜 1）、湯田匡美 2）、谷島雄一郎 2）、矢永勝彦 2）

P-42-4� �ＮＳＴによる脳卒中患者に対する早期経腸栄養推進とアウトカム
上越総合病院　栄養科 1）、上越総合病院　脳神経外科 2）、上越総合病院　消化器内科 3）

高橋洋平 1）、石原　到 1）、荒川泰明 2）、合志　聡 3）
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P-42-5� �NST業務改革－多職種が連携する栄養管理をめざして－
総合病院土浦協同病院栄養部 1）、総合病院土浦協同病院臨床検査部 2）、総合病院土浦協同病院薬剤部 3）、総合病院土浦協同病院看護部 4）、
総合病院土浦協同病院リハビリテーション科 5）、総合病院土浦協同病院歯科口腔外科 6）、総合病院土浦協同病院代謝内分泌内科 7）、
総合病院土浦協同病院呼吸器外科 8）、総合病院土浦協同病院消化器外科 9）

川澄亜耶 1）、冨島洋子 1）、森永有紀子 1）、関口芳恵 2）、市川智之 3）、原田明子 4）、小松崎あゆみ 5）、佐藤　昌 6）、神山隆治 7）、稲垣雅春 8）、
岡田恒夫 5）、春木茂男 9）

P-42-6� �ＮＳＴ回診時の評価項目の検討～多職種が関与できるよりよい回診を目指して～
新小山市民病院　栄養管理部門 1）、新小山市民病院　看護部 2）、自治医科大学　内科医 3）

赤石里益 1）、佐藤伸彦 1）、佐々木綾子 2）、小松憲一 3）

P-42-7� �在宅栄養支援の研修会でみえた多職種協働の重要性
ゆうホールディングス 1）、愛生会　山科病院 2）、株式会社メディカル一光　フラワー薬局宇治店 3）

川人咲弥花 1）、小林篤史 1）、武田紗代子 1）、吉村茜衣 1）、樋口眞宏 2）、松本史織 2）、金山美沙 3）

P-42-8� �【活動報告】患者サポートセンター専従管理栄養士業務
東邦大学医療センター大橋病院栄養部 1）、東邦大学医療センター大橋病院消化器内科 2）、東邦大学医療センター大橋病院看護部 3）、
東邦大学医療センター大橋病院薬剤部 4）、東邦大学医療センター大橋病院ソーシャルワーカー室 5）

城田知己 1）、原木理沙 1）、松門　武 1）、吉田有輝 2）、小林道子 3）、柳本由希 3）、今石京子 4）、市浦華奈子 5）

P-42-9� �回復期病棟における食事・栄養カンファレンス導入後の効果と課題
富山県リハビリテーション病院・こども支援センター
澤井理恵、舘　果歩、桃井大貴、岩本妙子、木倉敏彦

P-42-10��栄養カンファレンス導入で見えた当院NSTの展望と課題
近江八幡市立総合医療センター医療技術部栄養管理科 1）、近江八幡市立総合医療センター看護部 2）、
近江八幡市立総合医療センター診療部代謝内分泌内科 3）

鹿谷未香 1）、溝江景子 2）、岸本　匠 2）、山田美穂 2）、黒川あかね 1）、東野陽子 1）、深谷千佳 1）、中村高秋 3）

P-42-11��拒食を有する超高齢認知症患者に対する嗜好等を考慮した多職種栄養サポートの一例
医療法人　慈啓会　白澤病院　NST 1）、看護部 2）、リハビリテーション科 3）、栄養課 4）

大島由莉奈 1,2）、幕田和俊 1,3）、和田小実 1,4）

P-42-12��食思不振のある大腿骨骨折患者へ多職種で支援を行い経口摂取量増加・歩行獲得した一例
ＩＭＳグループ　横浜新都市脳神経外科病院　栄養科 1）、ＩＭＳグループ　横浜新都市脳神経外科病院　医局 2）、
ＩＭＳグループ　横浜新都市脳神経外科病院　看護部 3）

青山愛果 1）、水口晶子 3）、岩﨑充宏 2）

一般演題（ポスター）43　NSTにおける各職種の役割	2	 ポスター会場①	 2月28日（金）	 9:00～10:00
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）

P-43-1� �栄養支援における看護研究の現状と課題：国内外文献の検討
杏林大学保健学部看護学科 1）、公立八女総合病院 2）、独立行政法人那覇市立病院 3）、利根保健生活協同組合利根中央病院 4）、
一般社団法人みんなの健康サロン海凧 5）、KKR高松病院 6）、箕面市率立病院 7）、聖マリアンナ医科大学病院横浜市西部病院 8）、
社会医療法人社団カレスサッポロ　北光記念病院 9）、東京女子医科大学病院 10）

柴﨑美紀 1）、井樋涼子 2）、清水孝宏 3）、戸丸悟志 4）、中村悦子 5）、野田さおり 6）、見戸佐織 7）、森みさ子 8）、渡邊なつき 9）、篠　聡子 10）

P-43-2� �当院NST運用システムと看護師の役割
県立広島病院　看護部 1）、栄養管理科 2）、消化器外科 3）、臨床研究検査科 4）、薬剤科 5）、歯科 6）

佐々木太一 1）、伊藤圭子 2）、眞次康弘 2,3）、下村清夏 1）、今岡貴久 1）、中井美沙 1）、三上絵美 1）、矢野加奈 1）、松井千尋 4）、辻　雄輝 5）、
延原　浩 6）

P-43-3� �NSTリンクナースとしての活動と振り返り
さいたま市民医療センター看護部 1）、さいたま市民医療センター栄養科 2）、さいたま市民医療センター外科 3）、
さいたま市民医療センター内科 4）

渡辺夏実 1）、斎藤真菜美 1）、西川えみ 2）、加計正文 4）、渋谷　肇 3）、植田裕一郎 4）

P-43-4� �スクリーニングと病棟カンファレンスを活用したNST介入の取り組み
地方独立行政法人　市立大津市民病院　看護局 1）、地方独立行政法人　市立大津市民病院　内科 2）、
地方独立行政法人　市立大津市民病院　栄養部 3）、地方独立行政法人　市立大津市民病院　リハビリテーション部 4）

佐藤伸一郎 1）、石井通予 2）、森本育美 3）、槻本康人 4）、吉田すみ子 1）

P-43-5� �当院のNST活動活性化における看護師の役割の現状と課題
東京警察病院　看護部 1）、東京警察病院　消化器内科 2）、東京警察病院　薬剤科 3）、東京警察病院　栄養科 4）、
東京警察病院　リハビリテーション科 5）、東京警察病院　臨床検査科 6）、東京警察病院　循環器内科 7）

川崎智子 1）、高橋翔太 1）、小椋啓司 2）、大沼扶久子 1）、藪山田香代子 3）、降旗こずえ 3）、山本稔男 4）、市川和繁 5）、阿部香津子 6）、寺井知子 7）
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P-43-6� �NSTリンクナースの育成に向けた検討
国立大学法人富山大学附属病院　看護部
中川美智代、應矢紀子、若林世恵

P-43-7� �NST専任看護師に求められる教育的支援について～栄養療法に関するアンケート調査から～
札幌医科大学附属病院　看護部 1）、札幌医科大学附属病院　NST 2）、札幌医科大学附属病院　集中治療医学 3）、
札幌医科大学附属病院　薬剤部 4）、札幌医科大学附属病院　栄養管理センター 5）、消化器・総合、乳腺・内分泌外科 6）

藤井由美子 1,2）、巽　博臣 2,3）、荒川朋子 2,5）、大原雄希 2,4）、船水良太 1,2）、石崎千順 1,2）、川村明子 1,2）、石森友花子 1,2）、仲　詩織 2,5）、
信岡隆幸 2,6）

P-43-8� �ミールラウンドから見えた当院の現状��～言語聴覚士の新たな試み～
医療法人保善会　田上病院　リハビリテーション科 1）、医療法人保善会　田上病院　薬剤部 2）、医療法人保善会　田上病院　外科 3）

山田純子 1）、佐熊夏希 1）、平石悠紀 1）、神近竜二 2）、塩竈利昭 3）

P-43-9� �病院歯科におけるNST活動と口腔機能管理の取り組みについて
京都民医連中央病院
駒谷　徹、奥村範子、湯澤理香、西村　毅、中瀬理恵、山田　豊、神田陽子、前田勝美、曽根孝子、梅原訓子、中島知恵子、加治道代、
後藤康二、内橋郁恵

P-43-10��在宅医療において歯科衛生士は連携のキーパーソンになれるか？～胃瘻から離脱できた要介護高齢者の一例～
藤沢市歯科医師会　在宅歯科医療地域連携室 1）、鶴見大学歯学部高齢者歯科学講座 2）

東澤雪子 1）、飯田良平 2）

一般演題（ポスター）44　NSTにおける各職種の役割	3	 ポスター会場①	 2月28日（金）	 14:00～15:00
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）

P-44-1� �ＮＳＴ業務改革－多職種が考える問題点の解決－
総合病院土浦協同病院臨床検査部 1）、総合病院土浦協同病院栄養部 2）、総合病院土浦協同病院薬剤部 3）、総合病院土浦協同病院看護部 4）、
総合病院土浦協同病院リハビリテーション科 5）、総合病院土浦協同病院歯科口腔外科 6）、総合病院土浦協同病院消化器外科 7）、
総合病院土浦協同病院代謝内分泌内科 8）、総合病院土浦協同病院呼吸器外科 9）

二川恵美 1）、関口芳恵 1）、冨島洋子 2）、市川智之 3）、原田明子 4）、小松崎あゆみ 5）、岡田恒夫 5）、佐藤　昌 6）、春木茂男 7）、神山隆治 8）、
稲垣雅春 9）

P-44-2� �臨床検査技師だからできるNST活動
田附興風会医学研究所　北野病院　臨床検査部 1）、田附興風会医学研究所　北野病院　栄養部 2）、
田附興風会医学研究所　北野病院　薬剤部 3）、田附興風会医学研究所　北野病院　リハビリテーション科 4）、
田附興風会医学研究所　北野病院　看護部 5）、田附興風会医学研究所　北野病院　消化器外科 6）、田附興風会医学研究所　北野病院　NST 7）

垣内真子 1,7）、山崎みどり 1,7）、山田信子 2,7）、御石絢子 2,7）、上ノ山和弥 3,7）、松岡　森 4,7）、猪崎　愛 4,7）、北出順子 5,7）、宮森理英子 5,7）、
大洞佳代子 4,7）、内田洋一朗 6,7）

P-44-3� �カルテ調査から見た薬剤師の栄養療法への関わりと課題
社会医療法人財団　慈泉会　相澤病院　薬剤センター
宮下真実、青栁彩花、中村久美、三浦篤史

P-44-4� �薬剤師が在宅栄養療法に関与するために必要な体制と今後の課題
社会福祉法人京都社会事業財団　西陣病院　薬剤部
東野公亮、大竹優樹

P-44-5� �当院NST介入患者のポリファーマシーの現状と今後の課題について
済生会新潟病院薬剤部 1）、済生会新潟病院外科 2）、済生会新潟病院看護部 3）、済生会新潟栄養科 4）

鈴木光幸 1）、小川　洋 2）、青山優人 1）、須佐　充 1）、佐野和美 3）、津野菜津美 4）、杉山かえで 4）、酒井靖夫 2）

P-44-6� �栄養領域に関連した薬剤師介入事例の集計と分析
独立行政法人国立病院機構相模原病院薬剤部
森村明音、盛川敬介、高橋　郷、瀬川　誠、澤井孝夫

P-44-7� �適切な簡易懸濁法実施へ向けた薬剤師の介入
沖縄協同病院　薬局
比嘉妙子、入月　健

P-44-8� �高齢者の腎機能低下とバンコマイシンの投与について
総合上飯田第一病院
長谷川豊則、小野翔太郎

P-44-9� �NST回診における輸液・処方薬の提案内容とその考察～薬剤師の視点から～
堺市立総合医療センター　NST 1）、薬剤科 2）、栄養管理科 3）、臨床検査技術科 4）、看護局 5）、呼吸器内科 6）、胃食道外科 7）

植村昌弘 1,2）、浅香倫子 1,2）、馬場千歳 1,3）、齊藤孝子 1,4）、木本智代 1,5）、村上夏代 1,5）、郷間　厳 1,6）、間狩洋一 1,7）
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P-44-10��当院におけるNST薬剤師の介入状況の調査
石巻赤十字病院　薬剤部
齋藤佳菜、鷲見実咲、藤井梨沙、竹中真衣、目﨑香苗

P-44-11��NST介入でテオフィリン中毒による食欲不振が改善した１例
公益社団法人鹿児島共済会南風病院薬剤科 1）、栄養科 2）、リハビリテーション科 3）、診療部 4）

益田宏代 1）、春田こずえ 2）、樋渡健太朗 3）、田中和子 1）、鹿島友義 4）

P-44-12��当院における経腸栄養剤投与中にCD毒素陽性となった患者の使用薬剤、経過の実態調査
東京慈恵会医科大学附属柏病院　薬剤部 1）、東京慈恵会医科大学附属柏病院　栄養部 2）、東京慈恵会医科大学附属柏病院　外科 3）

山口祐希 1）、大塚淳一 1）、石倉あゆみ 1）、松村　暁 2）、藤岡秀一 3）、長谷川英雄 1）

一般演題（ポスター）45　周術期の栄養管理	3	 ポスター会場②	 2月28日（金）	 9:00～10:00
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）

P-45-1� �超高齢結腸がん患者のERASを導入した周術期管理
手稲渓仁会病院看護部 1）、手稲渓仁会病院外科 2）、手稲渓仁会病院栄養部 3）、手稲渓仁会病院リハビリテーション部 4）、
手稲渓仁会病院薬剤部 5）

湯田華奈美 1）、石井奈々 1）、中村文隆 2）、岡田尚也 2）、佐藤文哉 3）、熊谷真鈴 3）、田中智美 3）、徹野麻美 5）、木ノ下悠子 4）

P-45-2� �術後早期回復を目指した消化管術後食の再構築について
独立行政法人　国立病院機構　高崎総合医療センター
下田千波、小川祐介、坂本香絵、塩澤由起子、馬目真実子、野口一彦、榎田泰明、坂元一郎、山本文哉、稲川元明、長沼　篤、田中俊行、
小川哲史

P-45-3� �術前から一貫した栄養サポートにより栄養不良の改善を示した膵切除症例
済生会新潟病院　栄養科 1）、済生会新潟病院　外科 2）、済生会新潟病院　看護部 3）、済生会新潟病院　薬剤部 4）

津野菜津美 1）、小川　洋 2）、佐野和美 3）、杉山かえで 1）、鈴木光幸 4）、須佐　充 4）、青山優人 4）、酒井靖夫 2）

P-45-4� �食事療法実施期間調査
社会医療法人財団石心会　川崎幸病院　栄養科 1）、社会医療法人財団石心会　川崎幸病院　消化器内科 2）、
社会医療法人財団石心会　川崎幸病院　外科 3）、社会医療法人財団石心会　第二川崎幸クリニック　看護部 4）、
社会医療法人財団石心会　川崎幸クリニック　栄養科 5）

伊藤瑞枝 1）、大前芳男 2）、後藤　学 3）、山口恵子 4）、宮崎恵美子 5）

P-45-5� �開腹幽門側胃切除と腹腔鏡下胃切除での同一ERASプログラムの安全性と忍容性の検討
神奈川県立がんセンター　消化器外科 1）、横浜市立大学　外科治療学 2）

青山　徹 1,2）、林　　勉 1,2）、山田貴允 1,2）、佐藤　勉 1,2）、尾形高士 1）、長　晴彦 1）、吉川貴己 1）

P-45-6� �高齢者における待機手術前の栄養状態が、退院後の予後に及ぼす影響
大阪市立大学　大学院　生活科学研究科 1）、大阪市立十三市民病院　栄養部 2）、大阪市立十三市民病院　外科 3）、
大阪市立十三市民病院　消化器内科 4）

池田真帆 1）、百木　和 1）、安井洋子 1）、羽生大記 1）、坪井彩加 2）、源氏博子 2）、山口誓子 4）、井上　透 3）、倉井　修 4）、西口幸雄 3）

P-45-7� �早期回復を目指した胃切除周術期栄養管理の実態と課題
医療法人渓仁会　手稲渓仁会病院　栄養部 1）、医療法人渓仁会　手稲渓仁会病院　外科 2）、医療法人渓仁会　手稲渓仁会病院　看護部 3）

熊谷真鈴 1）、田中智美 1）、佐藤文哉 1）、上野由香里 1）、山下　翠 1）、岩沢健太郎 3）、藤田佳奈 3）、湯田華奈美 3）、岡田尚也 2）、中村文隆 2）

P-45-8� �食道癌手術症例に対する周術期栄養プロトコールの実践と成績
手稲渓仁会病院　外科 1）、手稲渓仁会病院　看護部 2）、手稲渓仁会病院　栄養部 3）

岡田尚也 1）、木ノ下義宏 1）、佐藤文哉 3）、熊谷真鈴 3）、藤田佳奈 2）、湯田華奈美 2）、倉橋由恵 2）、石井奈奈 2）、田中智美 3）、中村文隆 1）

P-45-9� �消化管合併症が懸念された重症病態における急性期栄養療法の在り方
社会医療法人喜悦会那珂川病院　外科
眞田雄市、吉村寛志

P-45-10��経腸栄養による栄養状態改善により軽快した食道空腸縫合不全の1例
仙台循環器病センター
大谷昌道、千葉貴志、早坂美希、紺野亜衣、松根有里、星恵理子

P-45-11��脂肪肝合併肝移植ドナー候補に対する栄養療法
東北大学大学院　消化器外科
中西　渉、宮城重人、戸子台和哲、西村隆一、藤尾　淳、佐々木健吾、宮崎勇希、笹嶋秀憲、海野倫明、亀井　尚
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一般演題（ポスター）46　周術期の栄養管理	4	 ポスター会場②	 2月28日（金）	 14:00～15:00
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）

P-46-1� �当院における外科手術患者に対する言語聴覚士（ＳＴ）介入症例の検討
諏訪赤十字病院　外科 1）、諏訪赤十字病院リハビリテーション科 2）、諏訪赤十字病院　言語聴覚課 3）

久宗　遼 1）、丸山起誉幸 1）、巨島文子 2）、岡本梨江 3）、百瀬将晃 3）

P-46-2� �周術期において、言語聴覚士と連携して栄養管理を行った一例
沖縄県立中部病院　栄養管理室 1）、沖縄県立中部病院　医局 2）、沖縄県立中部病院　看護部 3）、沖縄県立中部病院　薬局 4）、
沖縄県立中部病院　リハビリテーション室 5）

上原美郷 1）、砂川一哉 2）、久保田富秋 2）、桂　守弘 2）、翁長孝子 3）、上原淳奈 4）、大浦宏巳 4）、諸見奈緒 4）、比嘉孝夫 5）、山城明乃 1）、
儀部由紀子 1）

P-46-3� �当院における高齢者胃切除症例の術前嚥下機能評価の取り組み
秀和総合病院　外科 1）、秀和総合病院　リハビリテーション科 2）、秀和総合病院　栄養科 3）

佐藤　拓 1）、桑原　博 1）、五関謹秀 1）、前川友絵 2）、久保安裕美 3）、坂口恵理子 3）

P-46-4� �大腿骨近位部骨折患者における入院時栄養状態と術後合併症発生率、在宅復帰率との関係
JA静岡厚生連　清水厚生病院
小野田祐子、成島道樹、香川智加子、辻本英範、小林優子

P-46-5� �肝・腎同時移植を実施し、NSTが中長期的に介入した一例
岩手医科大学附属病院　薬剤部 1）、岩手医科大学附属病院　栄養部 2）、岩手医科大学附属病院　看護部 3）、
岩手医科大学薬学部　臨床薬学講座臨床薬剤学分野 4）、岩手医科大学医学部　外科学講座 5）、岩手医科大学看護学部　看護専門基礎講座 6）

瀬川詩織 1）、朝賀純一 1,4）、庄司健人 1）、俵万里子 2）、佐藤早苗 3）、秋山有史 5）、高原武志 5）、佐々木章 5）、遠藤龍人 6）、工藤賢三 1,4）

P-46-6� �ロボット支援腹腔鏡下根治的膀胱全摘術に対する栄養管理の現状と今後の課題
箕面市立病院　薬剤部 1）、箕面市立病院　栄養部 2）、箕面市立病院　看護部 3）、箕面市立病院　糖尿病・内分泌代謝内科 4）、
箕面市立病院　泌尿器科 5）、箕面市立病院　循環器内科 6）、箕面市立病院　NST 7）

田路さやか 1,7）、仲下知佐子 1,7）、福島裕美 1,7）、河野　楓 1,7）、浅野なつ美 2,7）、篠木敬二 2,7）、見戸佐織 3,7）、高田　剛 5）、小西永里子 6,7）、
平田　歩 4,7）、井端　剛 4,7）

P-46-7� �肝切除術後アセトアミノフェン定時投与を併用した疼痛管理の栄養管理に及ぼす影響
高知大学医学部外科学講座外科１
宗景匡哉、北川博之、前田将宏、谷岡信寿、宗景絵里、上村　直、前田広道、大畠雅之、杉本健樹、並川　努、花﨑和弘

P-46-8� �病的肥満患者の胸部正中創難治性SSI（縦隔炎）に対してのVAC療法を併用した症例へのＮＳＴ介入の経験�
医療法人徳洲会名古屋徳洲会総合病院　ＮＳＴ
向井須美、坂本宣弘、野村あゆみ、阿波加莉沙

P-46-9� �麻酔科医による依頼にて術前からNST介入し、良好な周術期管理が得られた1症例
国際親善総合病院栄養科 1）、外科 2）、腎臓高血圧内科 3）、看護部 4）、薬剤部 5）

遠藤路子 1）、佐藤道夫 2）、千葉恭司 3）、影澤美佐子 4）、髙橋貴美 4）、鈴木洋平 5）、川島由樹 5）、高澤康子 1）、伊藤真奈 1）、大西美菜子 1）

P-46-10��消化器悪性腫瘍患者に対するCONUT�scoreを用いた術後合併症のリスク評価
仙台厚生病院　NST 1）、仙台厚生病院　看護部 2）

櫻井敬子 1）、菅原香織 1）、伊藤寿美恵 1）、武田知明 1）、小畑由美 2）、佐藤真希 2）、佐藤　中 1）

P-46-11��消化器外科術前患者のプレハビリテーションの導入と課題
山形県立中央病院
橋本　学、大泉真理、今田裕梨

一般演題（ポスター）47　ICU・救急患者の栄養管理	2	 ポスター会場②	 2月28日（金）	 16:00～17:00
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）

P-47-1� �NSTが呼吸ケアチームと連携し、栄養療法を実施した一例
公益財団法人　筑波メディカルセンター病院　栄養管理科 1）、公益財団法人　筑波メディカルセンター病院　総合診療科 2）、
公益財団法人　筑波メディカルセンター病院　薬剤科 3）

藤田明美 1）、五十嵐淳 2）、小谷松加奈 1）、山田史江 3）

P-47-2� �慢性炎症性脱髄性多発神経炎に伴う呼吸不全患者の栄養療法にNST介入が有効であった1例
県立広島病院　薬剤科 1）、県立広島病院　栄養管理科 2）、県立広島病院　消化器・乳腺・移植外科 3）、県立広島病院　歯科 4）、
県立広島病院　看護部 5）、県立広島病院　臨床研究検査科 6）

辻　雄輝 1）、中田恭子 1）、眞次康弘 2,3）、伊藤圭子 2）、延原　浩 4）、佐々木太一 5）、下村清香 5）、今岡貴久 5）、三上絵美 5）、中井美沙 5）、
矢野加奈 5）、濱家満江 6）、松井千尋 6）
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P-47-3� �絞扼性イレウス手術患者における術前栄養指標の検討
富山市民病院　外科
竹下雅樹、山崎裕人、中山　啓、萩野茂太、庄司泰弘、佐々木省三、寺田逸郎、吉川朱実、藤村　隆

P-47-4� �経腸栄養開始後に肝機能障害が改善した後腹膜血種の1例
大分大学医学部附属病院薬剤部 1）、大分大学医学部附属病院高度救命救急センター 2）

山村亮太 1）、柴田智隆 2）、伊東弘樹 1）

P-47-5� �24時間以内の早期経腸栄養開始を目指して看護師に向けたチェックリストの導入
前橋赤十字病院　看護部 1）、前橋赤十字病院　集中治療科・救急科 2）、前橋赤十字病院　栄養課 3）、前橋赤十字病院　外科 4）

新井智香子 1）、小橋大輔 2）、斉藤春香 1）、工藤優里花 1）、高野辺有咲 1）、小倉美佳 1）、佐藤千紘 3）、阿部克幸 3）、荒川和久 4）

P-47-6� �当院の集中治療室における蛋白質含有豊富な経腸栄養剤の投与プロトコルの運用の後向き調査
岡崎市民病院薬局 1）、岡崎市民病院医局神経内科 2）、岡崎市民病院医局外科 3）、岡崎市民病院医局腎臓内科 4）、岡崎市民病院看護局 5）

小田量介 1）、小林　靖 2）、森　俊明 3）、水谷佳子 4）、西嶋久美子 5）

P-47-7� �ICUにおける早期経腸栄養プロトコール導入結果：導入前後での臨床的検討
神戸市立医療センター　西市民病院　栄養管理室 1）、薬剤部 2）、呼吸器内科 3）

尾鼻俊弥 1）、赤沢尚美 1）、巽　弥生 2）、金子正博 3）

P-47-8� �ICU、HCUにおける栄養管理の実態調査と早期経腸栄養プロトコル作成に向けて
沖縄赤十字病院　看護部　ICU 1）、沖縄赤十字病院　栄養課 2）、沖縄赤十字病院　外科　集中治療室 3）、
沖縄赤十字病院　循環器内科　集中治療室 4）、沖縄赤十字病院　外科 5）

宮城　毅 1）、百名佑斗 2）、仲里秀次 3）、新城　治 4）、豊見山健 5）

P-47-9� �当院ICUにおける排便管理のフローチャート導入と今後の課題
嶋田病院　ICU
原　文香、江口結花、田村美香

P-47-10��低栄養患者への栄養療法に対してリフィーディング症候群を発症した症例について
医療法人沖縄徳洲会吹田徳洲会病院薬剤部 1）、医療法人沖縄徳洲会吹田徳洲会病院消化器内科 2）、
医療法人沖縄徳洲会吹田徳洲会病院栄養科 3）、医療法人沖縄徳洲会吹田徳洲会病院看護部 4）

田中絵理 1）、永沼智至 1）、高野邦子 2）、高垣光志 3）、田尻　舞 4）、長島裕樹 1）

一般演題（ポスター）48　NST	5	 ポスター会場②	 2月28日（金）	 9:00～10:00
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）

P-48-1� �当院におけるTPN基本液の電解質補正状況調査・検討
上都賀総合病院NST
中田啓二、小黒智人、穴山明日香、佐藤美雪、齋藤正浩、松村美穂子、山本裕也、佐野　渉

P-48-2� �誤嚥性肺炎におけるクリニカルパスの導入とNSTからの検証
福岡赤十字病院薬剤部 1）、福岡赤十字病院消化器内科 2）、福岡赤十字病院栄養課 3）

松本和寛 1）、阿部葉子 1）、竹野智彦 1）、藤田由佳 3）、金澤隆浩 3）、青柳邦彦 2）

P-48-3� �経口摂取患者における栄養補助食品・経腸栄養剤併用時のNST介入の検討
公立西知多総合病院　臨床栄養科 1）、公立西知多総合病院　看護局 2）、公立西知多総合病院　薬剤科 3）、公立西知多総合病院　臨床検査科 4）、
公立西知多総合病院　内分泌・代謝内科 5）

小島多恵子 1）、早川芳枝 1）、宮本すみ子 2）、伊藤裕子 2）、岡戸　洋 3）、江坂洋一 4）、加藤二郎 5）

P-48-4� �低Ｎａ血症が認められた患者への輸液や食事による治療法と、血清Na値への影響の検証
帰巖会　みえ病院　薬剤科 1）、大分県病院薬剤師会　栄養輸液研修会委員会 2）、緑秀会　田無病院　教育・研究担当 3）

下山健人 1,2）、高瀬麻以 3）、阿部浩子 3）、上坂英二 3）

P-48-5� �法人施設間における電解質（Na,K,Cl）データの共有と比較～施設機能の違いから見えてくること～
社会医療法人敬和会　大分岡病院　薬剤部 1）、大分県病院薬剤師会　栄養輸液研修会委員会 2）、医療法人財団緑秀会　田無病院 3）

井上　真 1,2）、阿部浩子 3）、上坂英二 3）

P-48-6� �消化管穿孔術後小腸人工肛門造設患者の脱水、電解質異常予防の働きかけの重要性
国際親善総合病院看護部 1）、国際親善総合病院診療部 2）、国際親善総合病院薬剤部 3）、国際親善総合病院栄養科 4）

高橋貴美 1）、佐藤道夫 2）、千葉恭司 2）、影澤美佐子 1）、川島由樹 3）、鈴木洋平 3）、遠藤路子 4）

P-48-7� �糖尿病を有する壊死性筋膜炎患者に対しNSTが介入した一症例
福岡大学病院　栄養部 1）、福岡大学病院　看護部 2）、福岡大学病院　薬剤部 3）、福岡大学病院　臨床検査部 4）、
福岡大学病院　呼吸器・乳腺内分泌・小児外科 5）

本城史子 1）、倉橋　操 1）、野田雅子 1）、田代恵李 1）、武田由香 1）、冨田美和子 2）、浦上聡子 2）、上田　裕 3）、岡本伊奈子 4）、鵜池由美子 4）、
廣瀬龍一郎 5）
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P-48-8� �早期にNST介入を行った左胸壁壊死性筋膜炎の1例
独立行政法人労働者健康安全機構　中部ろうさい病院　看護部 1）、栄養管理部 2）、形成外科 3）、糖尿病・内分泌内科 4）

増田美奈津 1）、恒川裕子 2）、関口まゆみ 2）、加藤友紀 3）、中島英太郎 4）

P-48-9� �高たんぱく質消化態栄養剤を使用した重症広範囲熱傷の一症例
高知県・高知市病院企業団立　高知医療センター　栄養局 1）、高知県・高知市病院企業団立　高知医療センター　薬剤局 2）、
高知県・高知市病院企業団立　高知医療センター　看護局 3）、高知県・高知市病院企業団立　高知医療センター　医療局 4）

坂本一美 1）、十萬敬子 1）、小谷小枝 1）、松木香保利 1）、仁木泉実 1）、小椋和佳奈 1）、吉松香絵 1）、山﨑好恵 2）、尾川純子 3）、畠中茉莉子 4）、
桂　佑貴 4）、太田剛史 4）、尾崎和秀 4）、西田武司 4）、福井康雄 4）

P-48-10��NST介入により栄養改善に繋がった重症熱傷患者の1例
富山大学附属病院NST
江尻尚隆、新村康華、吉田明浩、小笠原明美、直井一久、應矢紀子、甲村亮二、長田拓哉、戸邉一之

一般演題（ポスター）49　NST	6	 ポスター会場②	 2月28日（金）	 14:00～15:00
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）

P-49-1� �急性期病院における多職種チームで対応する誤嚥性肺炎患者への早期栄養介入の有用性
独立行政法人国立病院機構九州医療センター　栄養管理室 1）、薬剤部 2）、看護部 3）、呼吸器内科 4）、歯科口腔外科 5）、消化器内科 6）、
独立行政法人国立病院機構福岡東医療センター　歯科口腔外科 7）

久保　葵 1）、荒木翔太 1）、徳永真矢 1）、井上聡美 1）、杉枝里香 2）、木原理恵 2）、中島　文 2）、糸山民子 3）、河野あゆみ 3）、坂元　暁 4）、
吉田将律 7）、吉川博政 5）、福泉公仁隆 6）

P-49-2� �A病院におけるNST長期介入患者の傾向及び介入効果
大分県立病院　看護部 1）、元大分県立病院　栄養管理部 2）

河野とも子 1）、長野朝子 1）、後藤和恵 1）、村上博美 1）、白井範子 2）

P-49-3� �NST早期介入による効果の検討
独立行政法人　国立病院機構　金沢医療センター　栄養管理室 1）、リハビリテーション科 2）、臨床検査科 3）、薬剤部 4）、看護部 5）、
歯科口腔外科 6）、脳神経内科 7）、外科 8）

岡田香奈 1）、岩波友香 1）、齋藤秀和 1）、塚原なみ 2）、石井裕子 3）、中出恵里奈 4）、嶋　聡子 5）、丸川浩平 6）、坂尻顕一 7）、大西一朗 8）

P-49-4� �当院NSTにおける経口摂取患者のNST介入評価と今後の課題
公益財団法人　東京都保健医療公社　大久保病院　栄養科 1）、公益財団法人　東京都保健医療公社　大久保病院　リハビリ科 2）

金澤陽子 1）、横田敬子 1）、御子神由紀子 2）

P-49-5� �整形外科の急性期から回復期へ継続的な介入が可能となった当院のNST活動報告
袖ヶ浦さつき台病院　看護部 1）、診療部 2）、医療技術部　栄養課 3）、薬剤部 4）、リハビリテーション部 5）

伊藤弥子 1）、倉田　勉 2）、新井　真 2）、水野智子 1）、小倉　梢 3）、須藤彩乃 4）、瓜生奈津子 4）、西芙美奈 5）、齋藤詩織 5）、黒木成也 5）、
岡崎　綾 1）

P-49-6� �当院の地域包括ケア病棟における栄養カンファレンス実施の評価
福井県済生会病院　栄養部 1）、福井県済生会病院　看護部 2）

竹林尚恵 1）、長谷川亜季 1）、谷口俊江 1）、桑原真理 2）、梅原美幸 2）、渡辺拓生 2）、佐飛由理子 2）

P-49-7� �当院におけるNST介入症例のMCT使用状況について
新潟臨港病院栄養科 1）、看護部 2）、薬剤科 3）、リハビリ科 4）、歯科口腔外科 5）、内科 6）、外科 7）

吉田可奈子 1）、坂井麻由美 2）、苅部まなみ 2）、庭山雅幸 3）、長岡小夏 4）、高橋　忍 5）、中川　綾 5）、坂井邦彦 6）、小林　孝 7）

P-49-8� �当院におけるNST活動とNST加算
くまもと森都総合病院　NST　栄養管理科 1）、看護部 2）、薬剤部 3）、リハビリテーション科 4）、皮膚科 5）、肝臓消化器内科 6）、整形外科 7）、
血液内科 8）、外科 9）、腎臓内科 10）

冨永久美 1）、城　夏子 1）、中村　栞 1）、西本初江 1）、岩根美幸 2）、寺本理英 2）、太埼　恵 3）、田原智洋 4）、松尾敦子 5）、片岡　文 6）、
山部聡一郎 7）、渡邊祐子 8）、蓮田正太 9）、水足謙介 10）

P-49-9� �専任によるNST加算取得後の現状
東京慈恵会医科大学葛飾医療センター　栄養部 1）、東京慈恵会医科大学葛飾医療センター　薬剤部 2）、
東京慈恵会医科大学葛飾医療センター　糖尿病・代謝・内分泌内科 3）

植草美希 1）、種村陽子 1）、岩本剛志 2）、四方公亮 2）、横田太持 3）

P-49-10��当院のNST加算取得状況～看護師が専任に代わっての変化～
香川医療生活協同組合　髙松平和病院　看護部 1）、香川医療生活協同組合　髙松平和病院　食養科 2）、
香川医療生活協同組合　髙松平和病院　医局 3）

藤澤美江 1）、稲井里帆 1）、石丸彩香 1）、船本　忍 2）、豊岡志帆 3）
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一般演題（ポスター）50　NST	7	 ポスター会場②	 2月28日（金）	 16:00～17:00
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）

P-50-1� �肺炎を起因とする全身衰弱で嚥下障害を呈した統合失調症の低体重患者に対しNSTが介入した1症例
国立病院機構敦賀医療センター　薬剤部 1）、栄養管理室 2）、リハビリテーション科 3）、看護部 4）、外科 5）、臨床研究部 6）

中山実智惠 1）、兼定祐里 2）、廣中美由紀 2）、山中裕子 3）、深川典子 3）、園田有貴江 4）、市元あゆみ 4）、越後朋彦 2）、渡邉剛史 5）、木村俊久 6）

P-50-2� �2年半の長期絶食後に経腸栄養へ移行できた多系統萎縮症の一例
宮崎県立日南病院　栄養管理科 1）、看護部 2）、薬剤部 3）、医療連携科 4）、内科 5）、外科 6）

岸田真治 1）、恒吉早稀子 1）、川西ゆかり 1）、束田摂子 2）、猪俣博樹 3）、細田猛旨 4）、松本充峰 5）、市成秀樹 6）、原誠一郎 1）

P-50-3� �SMA症候群によるrefeeding症候群の治療中に急性肝障害を併発した1例
独立行政法人　国立病院機構　東京医療センター　栄養管理室 1）、独立行政法人　国立病院機構　東京医療センター　外科 2）、
独立行政法人　国立病院機構　東京医療センター　看護部 3）、独立行政法人　国立病院機構　東京医療センター　クリティカルケア支援室 4）、
独立行政法人　国立病院機構　東京医療センター　薬剤部 5）、独立行政法人　国立病院機構　東京医療センター　リハビリテーション科 6）、
独立行政法人　国立病院機構　東京医療センター　歯科口腔外科 7）、独立行政法人　国立病院機構　東京医療センター　腎臓内科 8）

齊藤彩子 1）、西原佑一 2）、山田愛梨 1）、渡邉はる美 3）、新井扶美子 3）、佐藤美千代 3）、中村英樹 4）、田村浩美 4）、中嶋美和 5）、片桐　梓 5）、
帆足真央 6）、細井鴻之介 7）、高久勇一朗 7）、門松　賢 8）

P-50-4� �骨粗鬆症によるフレイルチェストを伴い、経過中低リン血症を示したるい痩患者に対し、NST介入を行なった1例
JCHO九州病院　栄養管理室 1）、内科 2）、外科 3）、看護部 4）、薬剤部 5）、中央検査室 6）、リハビリテーション室 7）

福山千穂 1）、原　裕子 1）、矢野沙和 1）、折口秀樹 2）、許斐裕之 3）、竹林洋子 4）、山戸真子 5）、矢川結香 5）、稲葉美紀 6）、中村由希子 6）、
杉本光徳 7）

P-50-5� �ＮＳＴ介入により経鼻経管栄養法を導入することで食思改善が得られた症例
医療法人社団　亮仁会　那須中央病院　栄養科 1）、医療法人社団　亮仁会　那須中央病院　看護部 2）、
医療法人社団　亮仁会　那須中央病院　リハビリテーション科 3）、医療法人社団　亮仁会　那須中央病院　薬剤科 4）、
医療法人社団　亮仁会　那須中央病院　整形外科 5）

渡邉のぞみ 1）、野田幸子 1）、岡奈々子 2）、加藤ゆかり 2）、齋藤友里 2）、藤栄裕子 2）、森あかね 2）、冨田早基 3）、阿部早彩 3）、阿久津修平 3）、
橘　和敬 4）、臼井健夫 5）

P-50-6� �向精神薬により生じたと思われる悪性症候群患者に対するNST介入の1症例
鹿児島厚生連病院看護部 1）、鹿児島厚生連病院栄養管理科 2）、鹿児島厚生連病院リハビリテーション科 3）、鹿児島厚生連病院薬剤科 4）、
鹿児島厚生連病院内科 5）、鹿児島大学医歯学総合研究学科顎顔面外科 6）

今井和子 1）、柴田由香 1）、宮内ひろ子 1）、飯干聡子 1）、大久保理沙 2）、白井宗子 2）、松井香代子 2）、眞邉久美 2）、桑原ともみ 2）、齋藤義光 3）、
中村有莉恵 4）、池増鮎美 4）、鈴木　甫 6）、吉村卓也 6）、今村也寸志 5）

P-50-7� �NST介入中にRefeeding症候群を呈した神経性食思不振症の1症例
岡山大学病院　NST　検査部門 1）、岡山大学病院　NST　臨床栄養部門 2）、岡山大学病院　NST　総合リハビリテーション部門 3）、
岡山大学病院　NST　薬剤部 4）、岡山大学病院　NST　消化管外科 5）

内山慶子 1）、岡田　健 1）、開原裕子 2）、今井祥子 2）、長谷川祐子 2）、三宅裕高 3）、森山裕美 3）、金　聖暎 4）、日野隼人 4）、菊池覚次 5）、
田辺俊介 5）、四方賢一 2）

P-50-8� �NST活動が栄養状態及びADL改善の一助となった急性大動脈解離の一例
琉球大学医学部附属病院　リハビリテーション部 1）、琉球大学医学部附属病院　第二外科 2）

新崎義人 1）、嶺井　陽 1）、永野貴昭 2）、比嘉章太郎 2）、國吉幸男 2）

P-50-9� �NST介入により経腸栄養から経口摂取確立に移行できた１例
東京都立墨東病院栄養科
夕部智穂、大内美香、曽我和代、坂本寛子、本荘谷利子

P-50-10��NSTとの連携で低栄養・低活動の進行を防ぎ在宅療養へ移行できた反復性イレウス合併特発性肺線維症の一例
社会医療法人春回会井上病院リハビリテーション科 1）、脳神経外科 2）、内科 3）

犬塚秀太 1）、菊地結貴 1）、上之郷眞木雄 2）、瀬戸信二 3）

一般演題（ポスター）51　静脈栄養（TPN・PPN）3	 ポスター会場②	 2月28日（金）	 9:00～10:00
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）

P-51-1� �短調症候群患者の長期在宅中心静脈栄養管理　～セレンの管理を通して～
田辺中央病院臨床薬剤部 1）、田辺中央病院外科 2）

奥村智子 1）、岩﨑要人 1）、松田直之 1）、大西一嘉 2）

P-51-2� �中心静脈栄養法（TPN）を受けた急性期病院内科入院高齢患者の栄養と亜鉛（Zn）欠乏の改善度を検討
菊名記念病院
庭野元孝、清水一起、菊地克巳、柴　敏子
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P-51-3� �アミノ酸・水溶性ビタミン加総合電解質液による末梢静脈栄養法の実態調査
長浜赤十字病院　薬剤部 1）、長浜赤十字病院　医療技術部 2）、長浜赤十字病院　看護部 3）、長浜赤十字病院　外科 4）

杉江善樹 1）、田中智子 1）、山本佳央理 2）、松浦由貴 2）、木村友美 2）、加納めぐみ 3）、中村一郎 4）

P-51-4� �中心静脈栄養患者のビタミンB1、B12について
高浜豊田病院外科 1）、高浜豊田病院栄養科 2）

長谷川正光 1）、志賀美和 2）

P-51-5� �高カロリー輸液キット製剤の投与量調整に関連したアミノ酸投与不足について
横浜南共済病院　薬剤科　NST 1）、横浜南共済病院　医師　NST 2）

佐藤　剛 1）、岡田雅仁 2）

P-51-6� �高齢化率の高い地域にて医療を提供している当院における，中心静脈確保の適応とその予後の検討
公立宇出津総合病院
石田将路、舟木　洋

P-51-7� �末梢静脈栄養患者に対する栄養輸液追加による血清ALB値、AST/ALT、CRP値の変化
東京警察病院　薬剤科 1）、東京警察病院　看護部 2）、東京警察病院　栄養科 3）、東京警察病院　臨床工学科 4）、
東京警察病院　リハビリテーション科 5）、東京警察病院　臨床検査科 6）、東京警察病院　消化器科 7）

降旗こずえ 1）、藪山田香代子 1）、大八木万依 1）、川崎智子 2）、高橋翔太 2）、岩中未来 2）、大沼扶久子 2）、東原睦美 3）、山本稔男 3）、関根　蔵 4）、
市川和繁 5）、阿部香津子 6）、小椋啓司 7）

P-51-8� �心疾患患者への静脈栄養療法に関する症例報告
医療法人協和会　協和会病院　薬剤科
久保祥子

P-51-9� �ハイカリックRF・50%ブドウ糖液によるリフィーディング症候群リスクの調査
医療法人沖縄徳洲会中部徳洲会病院
人見百合子、森　智子、渡慶次賀博、小畑慎也、新里健人、仲里久美子、島袋祐美子

P-51-10� �TPNを離脱し経口摂取へ移行した患者における体重減少の要因調査
東京都健康長寿医療センター薬剤科
早舩美保子、木内佳那子、表壮一郎

一般演題（ポスター）52　経腸栄養	2	 ポスター会場②	 2月28日（金）	 14:00～15:00
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）

P-52-1� �経管栄養投与量の増加による影響を調査する
医療法人社団陽和会　武蔵野陽和会病院
下山弘恵、細田佳江、牛込暁子、高山祝子、最上佳央理

P-52-2� �経管栄養中の下痢時における安全な注入時間を考えるための基礎調査～看護師の経腸栄養のアンケートから～
自治医科大学地域臨床教育センター茨城県西部地域医療学講座 1）、地方独立行政法人新小山市民病院看護部病棟部門 2）、
地方独立行政法人新小山市民病院医療技術部栄養管理部門 3）

小松憲一 1）、佐々木綾子 2）、赤石里益 3）

P-52-3� �経管栄養の安全な注入時間を考える～看護師の経腸栄養のアンケートから～
地方独立行政法人新小山市民病院看護部病棟部門 1）、自治医科大学 2）、地方独立行政法人新小山市民病院医療技術部栄養管理部門 3）

佐々木綾子 1）、小松憲一 2）、赤石里益 3）

P-52-4� �経腸栄養患者への禁食が発熱期間に及ぼす影響
悠紀会病院　栄養管理科 1）、愛知医科大学大学院　緩和・支持医療学 2）、悠紀会病院　リハビリテーション科 3）、悠紀会病院　内科 4）

古賀標志 1）、前田圭介 2）、古森顕一 4）、郡山大介 3）、紫藤忠博 4）

P-52-5� �当院の早期経腸栄養投与プロトコール導入について
社会医療法人医真会　医真会八尾総合病院看護部 1）、医真会八尾総合病院薬剤科 2）、医真会八尾総合病院栄養科 3）、
医真会八尾総合病院消化器センター外科 4）、医真会八尾総合病院糖尿病・腎臓内科 5）、医真会八尾総合病院救急部 6）、
医真会八尾総合病院歯科口腔外科 7）

宮尾優紀子 1）、杉本由佳 2）、原　敏子 3）、革島悟史 4）、森啓太郎 6）、川野直也 5）、柚木大和 7）

P-52-6� �当院の経腸栄養の問題点と今後の課題
医療法人社団　圭春会　小張総合病院　看護部 1）、薬剤部 2）、栄養科 3）、外科 4）

増田華恵 1）、多田八寿栄 2）、飯塚倫子 2）、飯島良江 3）、横山武史 4）

P-52-7� �高齢化が顕著なケアミックス病院における経腸栄養法の有用性・課題について
黒石厚生病院栄養科
佐々木裕樹
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P-52-8� �経腸栄養管理に関する意識調査と投与開始プロトコール作成の試み
社会医療法人大雄会総合大雄会病院NST
楳原亜季、内田瑞穂、稲野弓美、渡部恭子、関山真実、斎藤祥子、前田早苗、高田基志

P-52-9� �当センターにおける「経腸栄養開始プログラム」導入の経過
順天堂大学医学部附属順天堂東京江東高齢者医療センター　看護部 1）、
順天堂大学医学部附属順天堂東京江東高齢者医療センター　予防医学センター 2）、
順天堂大学医学部附属順天堂東京江東高齢者医療センター　薬剤科 3）、順天堂大学医学部附属順天堂東京江東高齢者医療センター　栄養科 4）、
順天堂大学医学部附属順天堂医院　栄養部 5）

河又恵子 1）、島貫由理 2）、高野賢児 3）、宗　村盛 3）、渡邉佳代 5）、重田祐実 4）

P-52-10��「なんとなく」を見直すことの重要性、適切な栄養管理をめざして
湘南藤沢徳洲会病院　栄養管理室
髙橋敬子

P-52-11��新築移転後から現在までの経管栄養の現状から見えてきた今後の課題
北海道大野記念病院　栄養管理部 1）、北海道大野記念病院　耳鼻咽喉・頭頸部外科 2）

庄司祐美 1）、今野信宏 2）、高橋　瞳 1）、加賀谷真緯 1）

P-52-12��インフルエンザの院内感染対策としての経管栄養患者における栄養介入の効果
社会医療法人三上会　東香里病院　看護部 1）、社会医療法人三上会　東香里病院　栄養課 2）、社会医療法人三上会　東香里病院　内科 3）

奥田由美 1）、福井由美子 1）、生田雅子 2）、三上聡司 3）

一般演題（ポスター）53　サルコペニア・フレイル	2	 ポスター会場②	 2月28日（金）	 16:00～17:00
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）

P-53-1� �当院における食道がん患者のサルコペニア評価
市立貝塚病院　外科
川田純司、辻仲利政、今本治彦

P-53-2� �入退院センターにおける胃癌・食道癌患者に対する術前栄養指導と運動リハビリテーションの取り組み
大阪市立総合医療センター　医療連携部入退院センター 1）、大阪市立総合医療センター　消化器外科 2）

岡田育美 1）、櫻井克宣 2）、羽山由美 1）、水谷多恵子 1）、久保尚士 2）、玉森　豊 2）、前田　清 2）

P-53-3� �消化器がん患者における周術期サルコペニアの検討
とちぎメディカルセンターしもつが　リハビリテーションセンター 1）、
とちぎメディカルセンターしもつが　外科 2）、とちぎメディカルセンターしもつが　薬剤部 3）、
とちぎメディカルセンターしもつが　栄養管理センター 4）、とちぎメディカルセンターしもつが　臨床検査センター 5）

廣井　望 1）、小泉　大 2）、嶋田訓章 1）、倉井栄典 3）、寺島章子 4）、谷黒真弓 4）、渡辺佳津子 5）、北林宏之 2）

P-53-4� �大腸癌肝転移症例の多段階肝切除において2回目切除前のサルコペニアは予後不良因子となる
横浜市立大学医学部消化器・腫瘍外科 1）、横浜市立大学臨床腫瘍科学 2）、昭和大学藤が丘病院消化器・一般外科 3）

菊地祐太郎 1）、廣島幸彦 2）、松尾憲一 3）、村上　崇 1）、川口大輔 1）、遠藤　格 1）、田中邦哉 3）

P-53-5� �重症のサルコペニアを合併した直腸癌患者における術後リハビリテーションの経過報告
国立病院機構霞ケ浦医療センターリハビリテーション科 1）、国立病院機構霞ケ浦医療センター消化器外科 2）

辻　健太 1）、宮本高明 1）、一色滉平 1）、門奈芳生 1）、岡﨑雅也 2）

P-53-6� �高齢者胃癌患者の手術前後のADL低下予測におけるPsoas�muscle�indexの有用性
神鋼記念病院　消化器外科
桂彦太郎

P-53-7� �外科外来診療における画像解析ワークステーションを用いた大腰筋体積計測の試み
静岡市立清水病院　NST　外科 1）、静岡市立清水病院　NST　検査技術科 2）、静岡市立清水病院　NST　薬剤科 3）、
静岡市立清水病院　NST　リハビリテーション科 4）、静岡市立清水病院　NST　栄養科 5）

平山一久 1）、大瀧南海子 2）、古屋麗子 3）、松浦功貴 3）、西野ふみ子 4）、渡邉麻美子 4）、鈴木亜紀 4）、佐野千秋 5）、坂元隆一 4）

P-53-8� �血液透析患者における身体機能と生体電気インピーダンス法のPhaseAngleの関連～サルコペニアに着目して～
医療法人社団豊生会　東苗穂病院　リハビリテーション部 1）、医療法人社団豊生会　東苗穂病院　診療技術部栄養科 2）、
医療法人社団豊生会　東苗穂病院　看護部 3）、医療法人社団豊生会　東苗穂病院　医局 4）

秋山慶文 1）、宮崎泰代 2）、田村尚美 3）、佐藤浩樹 4）、吉田祐一 4）、平田雅文 4）

P-53-9� �精神科閉鎖病棟におけるサルコペニアスクリーニングとしての指輪っかテストの有効性
社会福祉法人　埼玉医療福祉会　丸木記念福祉メディカルセンター
土田智子、平野孝則、﨑元雄彦
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P-53-10��自力移動が可能な重症心身障害者における、栄養管理による加齢に伴う筋肉量低下への対策の検討
島田療育センター　栄養管理部　小児科 1）、島田療育センター　副院長 2）、島田療育センター　栄養管理部　NST室 3）

上石晶子 1）、有本　潔 2）、小林弘治 3）

一般演題（ポスター）54　消化器疾患	2	 ポスター会場②	 2月28日（金）	 9:00～10:00
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）

P-54-1� �当院における脂肪肝患者への栄養指導の現状と今後の課題
独立行政法人　国立病院機構　名古屋医療センター　栄養管理室 1）、独立行政法人　国立病院機構　名古屋医療センター　消化器内科 2）

小野田慎平 1）、五十川直人 1）、平嶋　昇 2）、島田昌明 2）、岩瀬弘明 2）

P-54-2� �肝硬変患者に対するLate�evening�snackに関する一考察
医療法人秀和会秀和総合病院　NST 1）、消化器内科 2）、外科 3）

長谷部亜季 1）、田村小百合 1）、武井春奈 1）、鈴木壱知 2）、五関謹秀 3）

P-54-3� �肝硬変患者における長期Late�evening�snack�投与時におけるカルニチン分画の評価
市立甲府病院　薬剤部 1）、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分野 2）、兵庫県立大学看護学部看護学科 3）、
市立甲府病院　栄養管理室 4）、市立甲府病院　中央検査室 5）、昭和大学薬学部　社会健康薬学講座社会薬学部門 6）、
市立甲府病院　消化器内科 7）

牧　宏樹 1）、奥村仙示 2）、片山貴文 3）、入倉芳仁 1）、小澤優佳 4）、中川英二 5）、中島悦子 5）、倉田なおみ 6）、雨宮史武 7）

P-54-4� �腎機能低下を契機に肝性脳症が顕在化した一例
国立病院機構　水戸医療センター　外科
米山　智

P-54-5� �胆石イレウスの周術期に併発したリフィーディング症候群の一例
韮崎市立病院外科 1）、韮崎市立病院薬剤科 2）、韮崎市立病院栄養科 3）、韮崎市立病院検査科 4）、韮崎市立病院リハビリ科 5）、
韮崎市立病院放射線科 6）

平井　優 1）、横内健二 2）、窪田進一 3）、上田真紀 4）、友野奈美 5）、中島健太 6）

P-54-6� �アルコール性慢性膵炎症例の外来診療における栄養管理のコツ
医療法人おもと会　大浜第一病院　消化器内科 1）、イムス札幌消化器中央総合病院　消化器内科　VADセンター長 2）、
医療法人おもと会　大浜第一病院　栄養給食科 3）、医療法人おもと会　大浜第一病院　看護部 4）

伊志嶺真達 1）、岸　宗佑 2）、森田　梢 3）、崎濱悠貴 3）、平良小夏 4）、輿那覇みゆき 4）

P-54-7� �栄養指導依頼から見えた肝胆膵外科の手術既往患者における栄養管理の問題点
日本赤十字社医療センター　栄養課 1）、日本赤十字社医療センター　肝胆膵外科 2）、日本赤十字社医療センター　NST 3）、
国立がん研究センター中央病院　肝胆膵外科 4）

山邊志都子 1）、高本健史 4）、松島祥子 1）、松原抄苗 1）、石川史明 1）、和田亜美 2）、宮田明典 2）、橋本拓哉 2）、三島明子 3）、桑原麻樹 3）、
風間義弘 3）

P-54-8� �敗血症性ショックで発症した重症クロストリジウム・ディフィシル腸炎
西宮協立脳神経外科病院　脳神経外科
山田佳孝

P-54-9� �Clostridioides�difficile関連性下痢症における酸化マグネシウム併用の影響について
ＪＡ北海道厚生連帯広厚生病院薬剤部 1）、ＪＡ北海道厚生連帯広厚生病院栄養科 2）、ＪＡ北海道厚生連帯広厚生病院外科 3）

越野早紀 1）、佐藤弘康 1）、森多喜子 2）、田村広志 1）、大野耕一 3）、渡辺浩明 1）

P-54-10��副作用自発報告（JADER)を活用したPPIによるcollagenous�colitis調査
春日井市民病院薬剤局薬剤科
田中伸明、沢田俊朗、小川昌知、前田剛司、服部芳明、坂田　洋

P-54-11��入院患者における高齢者の慢性便秘症と日常生活活動の状況との関連性について
医療法人　平病院　リハビリテーション部
田淵圭一

P-54-12��低栄養性浮腫・胸水・腹水・褥瘡併発患者にNSTが介入した一例
社会医療法人　健和会　健和会病院　ＮＳＴ 1）、社会医療法人　健和会　健和会病院　内科 2）

土岐君江 1）、小木曽洋介 1）、津澤豊一 1）、堀　祐子 1）、小林奈津子 2）
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一般演題（ポスター）55　褥瘡と栄養	3	 ポスター会場②	 2月28日（金）	 14:00～15:00
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）

P-55-1� �重症挫滅創患者に対し3000Kcal以上を投与し栄養状態が改善した一例
小牧市民病院　看護局 1）、整形外科 2）、消化器外科 3）、栄養科 4）、薬局 5）、リハビリ科 6）

梅元千晴 1）、星野啓介 2）、大平圭祐 4）、柴田久美子 5）、荻原圭三 6）、望月能成 3）、小塚明弘 4）、出口裕子 5）

P-55-2� �オルニチン含有食品を使用し、パーキンソン病を伴う重度褥瘡の改善を認めた一例の報告
社会医療法人　義順顕彰会　種子島医療センター
渡邉里美、松本松昱、西川友美子、渡辺祥馬、能野明美

P-55-3� �下腿軟部組織損傷の患者に対しオルニチン含有食品摂取による創部治癒が促進した１例
大阪府済生会千里病院　栄養科 1）、大阪府済生会千里病院　看護部 2）、大阪府済生会千里病院　消化器外科 3）、
大阪府済生会千里病院　NST 4）

喜多茉莉子 1,4）、吉田尚子 1,4）、水本麻里亜 2,4）、森脇芙美 2,4）、赤井知香子 2,4）、真貝竜史 3,4）

P-55-4� �リフィーディング症候群の栄養管理～飢餓状態で広範囲に褥瘡や潰瘍を伴う患者への取り組み～
公立長生病院看護部 1）、公立長生病院栄養科 2）、公立長生病院外科 3）

渡辺尚子 1）、宮代広美 1）、高知尾明子 1）、中田とみ子 2）、中山智子 2）、阿部恭久 3）

P-55-5� �嗜好の強い認知症患者に対し間食として栄養補助食品の摂取をすすめ改善に至った一例
国立病院機構　敦賀医療センター　NST
兼定祐里、中山実智惠、竹澤　遼、山中裕子、深川典子、園田有貴江、市元あゆみ、越後朋彦、渡邉剛史、木村俊久

P-55-6� �精神疾患を背景とする低栄養に伴う感染性褥瘡に対して複合的なアプローチによる治療が有効であった1例
清水厚生病院外科 1）、清水厚生病院薬剤部 2）、清水厚生病院看護部 3）、清水厚生病院栄養科 4）

成島道樹 1）、辻本英範 2）、香川智加子 3）、小野田祐子 3）、小林優子 4）

P-55-7� �低温火傷から発展した両下腿皮膚壊死に対してオルニチン・微量元素含有栄養剤を併用して治癒した一例
社会医療法人誠光会　草津総合病院　栄養部 1）、薬剤部 2）、消化器内科 3）、消化器外科 4）

中嶋容子 1）、髙田小百合 1）、西村直子 1）、布施順子 1）、中村　優 2）、島本和巳 3）、中村文泰 3）、一瀬真澄 4）

P-55-8� �当院のデブリードマンからの外用剤使用により褥瘡が改善した症例について
武蔵野徳洲会病院
佐藤和義、浅見貞晴、土屋輝幸、篠原　裕、渡部麻梨、間瀬直子、大音友梨恵、藍場むつみ、水沼知彦、山本里保、伊藤敬市、笠原千里、
山本明璃

P-55-9� �閉塞性動脈硬化症により足趾切断した低栄養患者に対し、NSTが介入し肉芽形成が良好であった一症例
医療法人　新都市医療研究会「君津」会　玄々堂君津病院　看護部 1）、栄養科 2）、リハビリテーション科 3）、薬局 4）、外科 5）

松本紫織 1）、野村アコ 1）、佐藤　茜 1）、小泉美佐子 2）、荻野　悟 2）、香川　哲 3）、桝田智子 4）、佐藤和弘 5）、久保田将 5）、池田重雄 5）

P-55-10��猫咬創・右手関節化膿性伸筋腱腱鞘炎に対する腱滑膜切除術後の広範囲手背部皮膚壊死に対するNST介入症例
誠馨会　千葉メディカルセンター　NST 1）、誠馨会　千葉メディカルセンター　薬剤部 2）、
誠馨会　千葉メディカルセンター　栄養部 3）、誠馨会　千葉メディカルセンター　看護部 4）、誠馨会　千葉メディカルセンター　整形外科 5）、
誠馨会　千葉メディカルセンター　消化器外科 6）

田村　健 1,2）、宍戸友理 1,2）、飯島顕子 1,2）、鳥之海陽子 1,3）、小泉かおり 1,4）、芝山昌貴 5）、高石　聡 1,6）

一般演題（ポスター）56　脳神経疾患	2	 ポスター会場②	 2月28日（金）	 16:00～17:00
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）

P-56-1� �脳卒中患者に対する経腸栄養プロトコルにおけるミヤBMⓇ散の用量調査
一般財団法人　平成紫川会　小倉記念病院 1）、NST 2）、薬剤部 3）、看護部 4）

藤野真利子 1,2,3）、清水誉志 1,2,3）、隈本伸生 1,2,4）、渡邊俊一 1,2,4）、入江利行 1,3）

P-56-2� �レボドパ製剤と酸化マグネシウム製剤併用の簡易懸濁法投与における問題
公立学校共済組合　九州中央病院 1）、医療技術部薬剤科 2）、リハビリテーション科 3）、摂食栄養サポート室 4）、医療技術部栄養管理科 5）

大平信太郎 1,2）、竹迫仁則 1,3,4）、金城亜紀 1,3）、平山文江 1,4）、江嶋祐樹 1,2）、檜山智子 1,2）、大中　瞳 1,5）、西村ゆかり 1,5）

P-56-3� �小脳血管障害による悪心・嘔吐に対するジフェンヒドラミン・ジプロフィリン配合錠の有効性
半田市立半田病院薬剤科 1）、半田市立半田病院集中治療室 2）、半田市立半田病院脳神経外科 3）、半田市立半田病院神経内科 4）

野崎達也 1）、横田　学 1）、橋本明子 2）、栗本太志 3）、木崎萌丹 4）、村上照幸 1）

P-56-4� �カーボカウント法とスライディングスケールを併用した脳卒中急性期の経鼻経腸栄養管理中の血糖コントロール
社会医療法人禎心会札幌禎心会病院　栄養科 1）、社会医療法人禎心会札幌禎心会病院　薬剤部 2）、
社会医療法人禎心会札幌禎心会病院　消化器外科 3）

角　直子 1）、丸山沙織 1）、川上麻衣子 2）、中村誠志 3）
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P-56-5� �NSTとDST（認知症ケアチーム）の協力により経口摂取量が増加した認知症患者３例の報告
国家公務員共済組合連合会　名城病院
村井信彦、加藤多恵、中村正樹、鈴木康史、城　浩介

P-56-6� �重症くも膜下出血術後で栄養管理に苦慮をした一症例
北斗病院 1）、帯広厚生病院 2）

津田宏重 1）、大野耕作 2）、森多喜子 2）

P-56-7� �くも膜下出血後、遅発性脳血管攣縮期に対して栄養介入が有効であった1症例
社会福祉法人恩賜財団済生会滋賀県病院栄養科 1）、社会福祉法人恩賜財団済生会滋賀県病院リハビリテーション科 2）、
社会福祉法人恩賜財団済生会滋賀県病院看護部 3）、社会福祉法人恩賜財団済生会滋賀県病院脳神経外科 4）、
社会福祉法人恩賜財団済生会滋賀県病院消化器内科 5）

長坂郁奈 1）、有光歩実 1）、江崎亜里沙 1）、籏生麻衣子 2）、山本　隆 3）、北川留美子 3）、後藤幸大 4）、重松　忠 5）

P-56-8� �脳梗塞による嚥下失行にＳＴを中心とした多職種で関わり経口摂取再開に繋げることができた症例
洛和会音羽病院　リハビリテーション部 1）、栄養管理室 2）、総合診療科 3）

前川大史 1）、伊佐治良太 1）、大西慶彦 1）、来住和美 2）、越田全彦 3）

P-56-9� �脳幹出血による嚥下障害のため経管栄養であった患者が、常食摂取が可能になり自宅退院となった症例
大田市立病院NSTチーム
井寺　瞳、谷口直美、白石元子、西尾祐二

P-56-10��若年男性脳卒中患者は栄養指導の効果が高い
伊万里有田共立病院
枝川遥香、飯盛由希子、江口初子、藤澤友美、田中達也、桃崎宣明、後藤公文、川副広明、松永和雄

P-56-11��代償的嚥下法と機能訓練を併用し、経口摂取可能となった多系統萎縮症の一例
沼田脳神経外科循環器科病院
村田瑞穂、捧　健人

P-56-12��食事中の異物による気道閉塞が原因で発症した院内心肺停止の2例
伊万里有田共立病院脳神経外科
田中達也

一般演題（ポスター）57　がん患者の栄養管理	2	 ポスター会場②	 2月28日（金）	 9:00～10:00
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）

P-57-1� �化学療法・麻薬投与による嘔気を訴える患者に対する食事の工夫
JA神奈川県厚生連　相模原協同病院　看護部 1）、JA神奈川県厚生連　相模原協同病院　栄養科 2）、
JA神奈川県厚生連　相模原協同病院　薬剤部 3）、JA神奈川県厚生連　相模原協同病院　消化器外科 4）

桃谷明子 1）、伊藤理恵 2）、上條広大 2）、上遠野景子 3）、武田なつ美 3）、安田貴代 1）、船津健太郎 4）

P-57-2� �緩和ケア病棟入院中の胃幽門部癌患者に「吐き出し食」を提供した一例
多根総合病院　医療技術部　栄養管理部門 1）、医療技術部 2）、看護部 3）、薬剤部 4）、腫瘍内科がん薬物療法チーム緩和ケア科 5）、外科 6）

野口佳子 1）、荒金和歌子 1）、山本啓太 1）、石川真美 1）、園田恵梨 1）、竹浦久司 2）、成見阿紀 3）、松浦大輔 4）、南口勇人 4）、岡田佳也 5）、
廣岡紀文 6）

P-57-3� �がん化学療法中の患者向け少量多品目食「なないろ食」の有用性に関する検討
山形市立病院済生館栄養指導室 1）、山形市立病院済生館薬局 2）、山形市立病院済生館外科 3）、山形市立病院済生館糖尿病内分泌内科 4）

山村沙織 1）、阿部睦子 1）、菅原拓也 2）、長谷川繁生 3）、五十嵐雅彦 4）

P-57-4� �当院における癌患者への食事支援の取り組みの評価ーオーダー食アンケート調査の結果ー
社会医療法人　札幌清田病院　栄養課 1）、社会医療法人　札幌清田病院　NST 2）

岩田園美 1,2）、藤原朱美 1,2）、久保朋子 2）、矢野智之 2）、後藤義朗 2）

P-57-5� �粘度可変型流動食（マーメッドワン®）�の使用経験
東海大学医学部専門診療学系耳鼻咽喉科、頭頸部腫瘍センター 1）、東海大学医学部付属病院栄養科 2）、東海大学内科学系総合内科 3）、
東海大学外科学系小児外科学 4）、東海大学医学部付属病院栄養支援センター 5）

飯島宏章 1）、五島史行 1）、小澤秀樹 3）、渡邉稔彦 4,5）、二郷徳子 2）、石井宏明 2）、大上研二 1）

P-57-6� �医療療養病棟でがん患者の筋肉量を保つ！�カードを使用した栄養指導の確立
医療法人秀麗会山尾病院　看護介護部 1）、医療法人秀麗会山尾病院　栄養部 2）

牧香代子 1）、杉浦知里 2）

P-57-7� �がん化学療法中断症例における体重減少と食事の変化
市立藤井寺市民病院　栄養科
牧野孝拡、田辺直美
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P-57-8� �テガフールによる口腔粘膜障害にコラーゲンペプチドと微量栄養素配合食品が有効であった一例
独立行政法人　地域医療機能推進機構　下関医療センター　看護部 1）、
独立行政法人　地域医療機能推進機構　下関医療センター　栄養治療部 2）、 
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 3）、
独立行政法人　地域医療機能推進機構　下関医療センター　臨床検査部 4）、
独立行政法人　地域医療機能推進機構　下関医療センター　消化器内科 5）

木下和子 1）、前原由起子 1）、山中なみ子 1）、小田真理子 3）、古野尚子 3）、竹村有美 3）、清木雅一 4）、白野容子 2）、小倉秀美 3）、飯田　武 5）、
山下智省 5）

P-57-9� �摂食障害があり極度の低体重のまま化学療法を継続せざるを得なかった1症例
日本大学　医学部産婦人科学分野 1）、日本大学医学部附属板橋病院理学療法室 2）、日本大学医学部附属板橋病院栄養科 3）、
日本大学医学部附属板橋病院薬剤部 4）、日本大学医学部附属板橋病院看護部 5）、日本大学医学部附属板橋病院歯科衛生技工室 6）、
日本大学医学部耳鼻咽喉頭頚部外科学分野 7）、日本大学医学部歯科口腔外科学分野 8）、日本大学医学部小児外科学分野 9）、
日本大学医学部附属板橋病院NST 10）

武谷千晶 1,10）、松崎彩花 2,10）、亀山久美子 3,10）、鈴木慎一郎 4,10）、吉田千夏 6,10）、梅田富子 5,10）、田中真琴 7,10）、鴫原俊太郎 7,10）、
北野尚孝 8,10）、上原秀一郎 9,10）

P-57-10��胸・腹水濾過濃縮再静注法（CART）長期頻回施行を併用した栄養管理が有効であった再発がん患者2症例の検討
藤田医科大学外科・緩和医療学講座 1）、七栗記念病院　薬剤課 2）、七栗記念病院　臨床検査輸血課 3）

都築則正 1）、東口髙志 1）、臼井正信 1）、伊藤彰博 1）、二村昭彦 1,2）、井谷功典 3）

P-57-11� �減圧胃瘻・腸瘻からの脇漏れに対するパウチ管理法の意義
田園調布中央病院　総合診療科 1）、田園調布中央病院　看護部 2）、田園調布中央病院　薬剤科 3）、田園調布中央病院　栄養科 4）、
田園調布中央病院　リハビリテーション科 5）、戸塚共立第2病院　小児外科 6）

石田順朗 1）、谷村千賀 2）、大野智裕 3）、堀　郁美 4）、平井絵里子 4）、石川芙実 5）、石塚一成 5）、土岐　彰 6）

P-57-12��通院治療センターでの栄養介入の検討
地方独立行政法人　広島市民病院機構　広島市立広島市民病院　栄養室 1）、外科 2）、看護部 3）、薬剤部 4）、臨床検査部 5）、比治山大学 6）

西川陽子 1）、原野雅生 1,2）、中村香里 3）、迫田育美 3）、村上　綾 3）、山下　梓 3）、中井將人 4）、田中千晶 5）、中山奈緒 5）、平野敬子 5）、
谷本麻実 5）、元廣優子 1）、横山しつよ 6）

一般演題（ポスター）58　がん患者の栄養評価	2	 ポスター会場②	 2月28日（金）	 14:00～15:00
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）

P-58-1� �切除不能膵癌における栄養評価と予後の関連についての検討予後の関連についての検討
同心会医療法人遠山病院外科 1）、NST 2）

西脇　亮 1,2）、飯田恵利 2）、井本一郎 2）、杉政奈津子 1）、濱口哲也 1）、井上靖浩 1）、野地みどり 1）、竹内謙二 1）、伊藤佳之 1）、加藤俊夫 1）

P-58-2� �ゲムシタビン不応Ｓ-1施行切除不能および再発胆道癌患者の予後因子の検討
地方独立行政法人　広島市立病院機構　広島市立広島市民病院　薬剤部 1）、
地方独立行政法人　広島市立病院機構　広島市立広島市民病院　栄養室 2）、 
地方独立行政法人　広島市立病院機構　広島市立広島市民病院　看護部 3）、 
地方独立行政法人　広島市立病院機構　広島市立広島市民病院　臨床検査部 4）、
地方独立行政法人　広島市立病院機構　広島市立広島市民病院　外科 5）、比治山大学 6）

中井將人 1）、舟原宏子 1）、関永彩夏 1）、繁田　瞳 1）、元廣優子 2）、西川陽子 3）、中村香里 3）、巴山志織 3）、蔵田育美 3）、田中千晶 4）、
中山奈緒 4）、平野敬子 4）、谷本麻実 4）、横山しつよ 6）、原野雅生 2,5）

P-58-3� �初発悪性リンパ腫患者における血清亜鉛濃度と非侵襲的栄養指標に関する検討
藤田医科大学病院薬剤部 1）、藤田医科大学医学部血液内科学 2）、藤田医科大学医学部臨床薬剤科 3）

小木曽杏奈 1,3）、伊藤佳織 1,2）、守作美咲 1,3）、今井美沙 1,3）、全並美穂 1,3）、森　舞子 1,2）、徳田倍将 2）、冨田章裕 2）、山田成樹 1,3）

P-58-4� �がん患者の栄養摂取量と味覚についての検討
南九州大学　健康栄養学部　管理栄養学科 1）、宮崎大学医学部附属病院栄養管理部 2）

甲斐敬子 1）、笹葉啓子 2）、原口直樹 2）

P-58-5� �造血器腫瘍患者における造血幹細胞移植前後の栄養状態の検討
独立行政法人国立病院機構仙台医療センターNST
小原　仁、佐々木里紗、小杉山迪子、伊勢田幸子、一戸集平、杉村美華子、飯澤　理、岩渕正広

P-58-6� �外来化学療法室で栄養指導を実施したがん患者の栄養状態
宮崎大学医学部附属病院　栄養管理部 1）、南九州大学　健康栄養学部　管理栄養学科 2）

原口直樹 1）、笹葉啓子 1）、甲斐敬子 2）

P-58-7� �薬局におけるMUSTを用いた化学療法患者への栄養評価の実践
株式会社ファーマシィ山陰エリア 1）、ファーマシィ薬局益田センター 2）

熊谷岳文 1）、山根孝太 2）、田丸蓉子 2）、小畑志保 2）、森　大輔 2）、柴田愛美 2）、吉田知香 2）
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P-58-8� �NST介入した癌患者における四肢浮腫の病態とケア方法
国家公務員共済組合連合会　東海病院
松岡由美子、山本竜義、青山吉位、平本綾美、田口由佳、山本英夫

P-58-9� �小野寺のPNIを用いた終末期におけるがん患者の栄養評価
公益財団法人東京都保健医療公社大久保病院薬剤科 1）、公益財団法人東京都保健医療公社大久保病院栄養科 2）、
公益財団法人東京都保健医療公社大久保病院看護部 3）、公益財団法人東京都保健医療公社大久保病院リハビリテーション科 4）、
医療法人財団緑秀会　田無病院 5）

鎭目晶子 1）、藤谷竜磨 1）、飯嶋　歩 1）、加納千冬 1）、金澤陽子 2）、関口美穂子 3）、御子神由紀子 4）、塩地園代 1）、丸山道生 5）

P-58-10��未分化大細胞リンパ腫の化学療法中、NSTの早期介入により、栄養状態を維持できた症例
JCHO船橋中央病院　栄養管理室 1）、JCHO船橋中央病院　内科 2）、JCHO船橋中央病院　歯科口腔外科 3）、
JCHO船橋中央病院　看護部 4）、JCHO船橋中央病院　薬剤部 5）、JCHO船橋中央病院　検査部 6）

野木由美子 1）、小澤真一 2）、小河原克訓 3）、石原奈美子 1）、藤代静華 4）、小関友美 5）、大角仁美 4）、茅野昌子 4）、丸山知香 4）、広原朋代 6）、
石原貴子 1）、加藤奈月 1）、日賀野実来 1）、松本　剛 2）

P-58-11��NST介入を含めた多職種連携によって栄養状態の改善をはかった歯肉癌の1例
東京医科歯科大学顎顔面外科 1）、NTT東日本関東病院NST 2）、NTT東日本関東病院歯科口腔外科 3）、NTT東日本関東病院外科 4）

原園陽介 1）、辻　祐子 2）、山城正司 3）、奈良智之 4）

P-58-12��消化器外科がん患者における悪液質の評価
独立行政法人国立病院機構大阪南医療センター　栄養管理室 1）、独立行政法人国立病院機構大阪南医療センター　外科 2）、
独立行政法人国立病院機構大阪南医療センター　呼吸器・呼吸器腫瘍内科 3）、独立行政法人国立病院機構大阪南医療センター　歯科 4）、
独立行政法人国立病院機構大阪南医療センター　薬剤部 5）、独立行政法人国立病院機構大阪南医療センター　看護部 6）、
独立行政法人国立病院機構大阪南医療センター　リハビリテーション科 7）

陰山麻美子 1）、冨永敏治 2）、山田龍男 4）、金田和奈 6）、東美由紀 6）、井川　希 6）、水津智樹 5）、難波優希 5）、柳田直紀 7）、福山雄一郎 7）、
柳川奈美 7）、松島千陽 1）、本多英弘 3）

一般演題（ポスター）59　化学療法・放射線治療と栄養	 ポスター会場②	 2月28日（金）	 16:00～17:00
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）

P-59-1� �同種造血幹細胞移植患者における味覚閾値の縦断的調査に関する研究
北海道大学大学院歯学研究院口腔健康科学分野高齢者歯科学教室
松下貴惠、新井絵理、山崎　裕

P-59-2� �咽頭癌に対する遊離空腸移植後の同時化学放射線療法患者に対する栄養管理について
飯田市立病院NST
長谷川一幾

P-59-3� �頭頸部癌化学放射線治療中の口腔粘膜炎に対するオルニチン含有食品の使用経験
公立八女総合病院歯科口腔外科 1）、九州大学病院顎口腔外科 2）、協和発酵バイオ株式会社　R&I センター 3）、
鹿児島大学大学院医歯薬総合研究科口腔顎顔面外科学分野 4）

松村香織 1,2）、大部一成 2）、中村愛理子 3）、秋月さおり 3）、中村典史 4）、中村誠司 2）

P-59-4� �頭頚部癌化学放射線療法患者の栄養学的指標の変化と経腸栄養開始時期の検討
竹田綜合病院　栄養科 1）、竹田綜合病院　外科 2）、竹田綜合病院　NST 3）

武藤裕子 1,3）、良田千秋 1,3）、遠藤美織 1,3）、齋藤多実枝 1,3）、羽成直行 2,3）

P-59-5� �当院における口腔癌放射線化学療法時の栄養管理の実態
那須赤十字病院　歯科口腔外科 1）、那須赤十字病院　看護部 2）、那須赤十字病院　栄養課 3）、那須赤十字病院　薬剤部 4）、
那須赤十字病院　リハビリテーション科 5）、那須赤十字病院　内科 6）、那須赤十字病院　外科 7）

加藤　望 1）、伊藤弘人 1）、宮城徳人 1）、大高惠美子 2）、片岡崇紘 2）、村木裕美 2）、磯名保子 3）、五江渕瑞貴 3）、船山栄将 4）、薄井　修 4）、
池澤里香 5）、中田洋介 6）、吉田　徹 6）、田宮千知 6）、青木真彦 7）

P-59-6� �当院における胃癌術後の体重減少率からみた補助化学療法の現状と課題
医療法人渓仁会　手稲渓仁会病院　栄養部 1）、医療法人渓仁会　手稲渓仁会病院　外科 2）

佐藤文哉 1）、岡田尚也 2）、熊谷真鈴 1）、上野由香里 1）、山下　翠 1）、田中智美 1）、中村文隆 2）

P-59-7� �ハイドロゲル創傷被覆・保護剤エピシル®が口腔粘膜炎患者の経口摂取に及ぼす影響
札幌医科大学附属病院　歯科口腔外科 1）、札幌医科大学医学部　集中治療医学 2）、
札幌医科大学医学部　口腔外科 3）、札幌医科大学附属病院　栄養管理センター 4）、札幌医科大学附属病院　看護部 5）、
札幌医科大学附属病院　薬剤部 6）、札幌医科大学附属病院　検査部 7）、札幌医科大学附属病院　リハビリテーション部 8）、
札幌医科大学医学部　消化器・総合、乳腺・内分泌外科 9）

水野愛理 1）、巽　博臣 2）、佐々木敬則 3）、仲　詩織 4）、荒川朋子 4）、藤井由美子 5）、石崎千順 5）、大原雄希 6）、梅森祥央 7）、黒川　翔 8）、
秋月恵美 9）、信岡隆幸 9）、宮崎晃亘 3）

P-59-8� �化学療法施行患者への栄養支援システムの構築
埼玉医科大学総合医療センター　NST
小勝未歩、大室美紀、斎藤恵子、鈴木宏和、井上嘉代子、小高明雄
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P-59-9� �外来化学療法患者への栄養介入の取り組みと課題
社会福祉法人　恩賜財団　済生会　龍ケ崎済生会病院　栄養科 1）、社会福祉法人　恩賜財団　済生会　龍ケ崎済生会病院　看護部 2）、 
社会福祉法人　恩賜財団　済生会　龍ケ崎済生会病院　薬剤科 3）、 
社会福祉法人　恩賜財団　済生会　龍ケ崎済生会病院　リハビリテーション科 4）、
社会福祉法人　恩賜財団　済生会　龍ケ崎済生会病院　臨床検査科 5）、社会福祉法人　恩賜財団　済生会　龍ケ崎済生会病院　診療部 6）

福澤純子 1）、齊賀奈々美 1）、廣戸果央里 1）、大林靖代 2）、髙山久美子 2）、橋本幸織 2）、仁平幸子 3）、鈴木亜記恵 4）、西耒路朋美 5）、佐藤信也 6）、
佐藤巳喜夫 6）

P-59-10��PG-SGA法による栄養評価を用いた継続的な栄養介入は、外来乳がん化学療法患者の良好な栄養状態を維持する
川崎医療福祉大学　医療技術学部　臨床栄養学科 1）、川崎医科大学附属病院　栄養部 2）、川崎医科大学附属病院　消化器外科 3）、
公立みつぎ総合病院 4）

三宅沙知 1,2）、青木孝文 1,2）、本多　唯 1,2）、遠藤陽子 1,2）、窪田寿子 3）、平井敏弘 4）

P-59-11��内視鏡的腸瘻再造設が化学療法の継続に有用であった切除不能胃癌の一例
大阪急性期・総合医療センター　消化器外科 1）、大阪急性期・総合医療センター　歯科口腔外科 2）、大阪急性期・総合医療センター　薬局 3）、
大阪急性期・総合医療センター　栄養管理室 4）

西野芙季 4）、本告正明 1）、山根泰子 4）、森本　都 4）、笠井香織 4）、隈元理香 4）、中尾美由加 4）、矢田光絵 2）、的場美香 3）、藤谷和正 1）、
岩瀬和裕 1）

P-59-12��膵癌術前化学療法患者における血清カルニチン濃度の変化
金沢大学附属病院肝胆膵・移植外科 1）、金沢大学附属病院栄養部 2）

宮下知治 1）、田島秀浩 1）、徳丸季聡 2）、岡崎充善 1）、真橋宏幸 1）、大畠慶直 1）、中沼伸一 1）、牧野　勇 1）、伏田幸夫 1）、太田哲生 1）

一般演題（ポスター）60　NST	8	 ポスター会場②	 2月28日（金）	 9:00～10:00
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）

P-60-1� �人工肛門造設後に低カルシウム血症、低マグネシウム血症を呈し、閉鎖後に改善した1例
独立行政法人地域医療機能推進機構北海道病院消化器センター 1）、独立行政法人地域医療機能推進機構北海道病院NST 2）

正村裕紀 1,2）、古家　乾 1,2）、太田　亮 2）、瀧川博子 2）、城宝深雪 2）

P-60-2� �肝移植後の腹水・胸水に対し、HMB・アルギニン・グルタミン配合飲料が有効であったと考えられる1例
神戸大学医学部附属病院　栄養管理部 1）、看護部 2）、薬剤部 3）、検査部 4）、リハビリテーション部 5）、総合内科 6）、食道胃腸外科 7）、
糖尿病・内分泌内科 8）

中谷早希 1）、脇田久美子 1）、田渕聡子 1）、三ヶ尻礼子 1）、山本育子 1）、上岡美和 2）、曽我昭宏 3）、北秋翔子 4）、涌井絵美 5）、高橋美貴 5）、
後藤田政子 5）、村前直和 6）、松田佳子 1,7）、髙橋路子 1,8）

P-60-3� �中部胆管癌患者に対しＮＳＴ介入した１症例の周術期栄養管理
公益財団法人健和会　健和会大手町病院　栄養部 1）、公益財団法人健和会　健和会大手町病院　薬剤部 2）、
公益財団法人健和会　健和会大手町病院　看護部 3）

根子和恵 1）、中村剛明 2）、大石哲也 3）、岩﨑日香 3）

P-60-4� �誤嚥性肺炎を併発したイレウス患者に対し，歯科介入し栄養状態の改善を認められた1例
国立病院機構　呉医療センター・中国がんセンター　歯科・口腔外科 1）、国立病院機構　呉医療センター・中国がんセンター　臨床検査部 2）、
国立病院機構　呉医療センター・中国がんセンター　栄養管理部 3）、国立病院機構　呉医療センター・中国がんセンター　看護部 4）、
国立病院機構　呉医療センター・中国がんセンター　薬剤部 5）、国立病院機構　呉医療センター・中国がんセンター　消化器外科 6）、
国立病院機構　呉医療センター・中国がんセンター　消化器内科 7）、国立病院機構　呉医療センター・中国がんセンター　脳神経内科 8）、
国立病院機構　呉医療センター・中国がんセンター　呼吸器外科 9）

小原諒子 1）、勝部瑶子 2）、平松佑美 3）、冨中香那 4）、横山智子 4）、才野壽子 5）、久保薗和美 1）、在津潤一 2）、鈴木崇久 6）、山口　厚 7）、
鳥居　剛 8）、田中浩二 1）、山下芳典 9）

P-60-5� �難治性小腸瘻で腸管使用が困難であったがNST介入を継続し良好な転帰を得た一例
社会医療法人　製鉄記念八幡病院　リハビリテーション部 1）、社会医療法人　製鉄記念八幡病院　薬剤部 2）、
社会医療法人　製鉄記念八幡病院　栄養管理部 3）、社会医療法人　製鉄記念八幡病院　救急・集中治療部 4）

原山永世 1）、鈴木裕也 1）、山守健太 1）、和田朋子 2）、大和未央 3）、海塚安郎 4）

P-60-6� �小腸瘻患者においてNSTが介入し自宅退院が可能になった1例
宝塚市立病院　NST
大橋正和、橋口具世、大野純子、岡田有香、中川史絵、中筋幸司、川野知子、射延菜穂美、橋谷　進、太田垣裕子

P-60-7� �多職種早期介入により食道癌患者の術後低栄養を予防できた一症例
一般財団法人　大原記念財団　大原綜合病院　栄養科 1）、一般財団法人　大原記念財団　大原綜合病院　看護部 2）、
一般財団法人　大原記念財団　大原綜合病院　外科 3）

鈴木麻菜美 1）、内田幸子 2）、小山善久 3）

P-60-8� �Cases�suffering�from�short�bowel�syndrome�and�glycemic�control�in�home�nutrition�
management
ゆうホールディングス 1）、医療法人亀岡病院訪問看護ステーション 2）、岐阜薬科大学在宅チーム医療薬学寄附講座 3）、
岐阜薬科大学実践社会薬学研究室 4）

小林篤史 1,3）、吉井かおり 2）、川人咲弥花 1）、杉山　正 3,4）
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P-60-9� �多重癌術後の進行舌癌に対し、NSTが介入し適切な栄養管理ができた１症例
聖隷佐倉市民病院栄養科 1）、聖隷佐倉市民病院耳鼻咽喉科 2）、聖隷佐倉市民病院薬剤科 3）、聖隷佐倉市民病院リハビリテーション室 4）、
聖隷佐倉市民病院看護部 5）、聖隷佐倉市民病院検査科 6）、聖隷佐倉市民病院外科 7）

宮森陽子 1）、津田豪太 2）、青木尚美 1）、加藤純加 1）、我妻將喜 2）、富田歩子 3）、大木麻理子 3）、松田裕美 3）、後藤華奈 4）、五十嵐麻美 4）、
青木佐紀子 5）、木下　径 6）、大島祐二 7）

P-60-10��放射線化学療法施行中の食道癌患者における栄養状態の変化とNST介入効果
大崎市民病院　薬剤部 1）、大崎市民病院　栄養管理室 2）、大崎市民病院　外科 3）、大崎市民病院　腫瘍内科 4）、やまとクリニック 5）、
大崎市民病院　NST 6）

佐藤涼子 1,6）、高橋義和 4,5,6）、熊谷葉子 1,6）、松田克哉 2,6）、中島朝陽 2,6）、大橋みつほ 2,6）、林　智子 2,6）、茂住武尊 3,6）、高橋一臣 3,6）、
佐々木達也 2,6）、神波力也 3,6）

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	 ポスター会場②	 2月28日（金）	 14:00～15:00
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）

P-61-1� �入院時栄養スクリーニングにおける保護者アンケート活用法の検討
千葉県こども病院栄養科 1）、千葉県こども病院看護局 2）、千葉県こども病院検査科 3）、千葉県こども病院薬剤部 4）、
千葉県こども病院小児外科 5）、千葉県こども病院アレルギー・膠原病科 6）

太田康子 1）、櫻井美夏子 1）、藤岡直子 2）、加藤多恵子 2）、興津葉月 3）、吉澤直樹 4）、光永哲也 5）、山出晶子 6）

P-61-2� �簡易栄養状態評価表とGLIM�criteriaを併用した栄養スクリーニングの評価と実際
一般財団法人　信貴山病院　ハートランドしぎさん　栄養部
河田寛生、岡野沙季、中尾美由樹、橋本佳奈、岩崎駿平、松本　葵、樋野杏奈、小辻桃加

P-61-3� �入院時栄養スクリーニングと入院中の食事摂取量低下の関係について
トヨタ記念病院　栄養科 1）、トヨタ記念病院　看護室 2）、トヨタ記念病院　内分泌・糖尿病内科 3）

古田桃子 1）、伴由紀子 1）、丘山智子 1）、福元聡史 1）、保古則子 1）、上原由希子 1）、米田厚子 2）、篠田純治 3）

P-61-4� �ｍSGA,�MUST,�MNA®-SFを用いた栄養評価ツール評価項目の比較・検討
イムス富士見総合病院　薬剤部 1）、城西大学　薬学部 2）、イムス富士見総合病院　栄養科 3）、イムス富士見総合病院　NST 4）

荒木淳一 1,4）、本多里菜 2）、井上　裕 2）、森田詩穂 2）、鈴木彩加 3,4）、土屋宗周 3）、上野　拓 1）、金本郁男 2）、鈴木義隆 4）

P-61-5� �栄養指標としてのPNIの臨床的検討
秀和総合病院臨床検査科 1）、秀和総合病消化器内科 2）、秀和総合病院外科 3）

山本幸司 1）、鈴木壱知 2）、五関謹秀 3）

P-61-6� �フードメタボロミクスを用いた1滴の血漿や尿から肉・魚介類の摂取を評価する栄養検査確立への挑戦
徳島大学医科栄養学科臨床食管理学分野 1）、慶応義塾大学先端生命科学研究所 2）、島根県立大学看護栄養学部健康栄養学科 3）

奥村仙示 1）、多々納浩 1,3）、今井愛菜 1）、平山明由 2）、曽我朋義 2）、冨田　勝 2）

P-61-7� �入院前に経口摂取をしていたにも関わらずRefeeding症候群を発症した2例
社会福祉法人　十善会病院内科 1）、社会福祉法人　十善会病院消化器外科 2）、社会福祉法人　十善会病院消化器内科 3）、
社会福祉法人　十善会病院栄養部 4）、社会福祉法人　十善会病院外科 5）、社会福祉法人　十善会病院検査部 6）

吉田朱李 1）、馬渡文弘 3）、池松禎人 2）、森　彩子 4）、板山穂波 5）、松原紗希 6）

P-61-8� �摂食障害患者（神経性やせ症）の入院加療による体組成変化�第1報
筑波大学附属病院　病態栄養部 1）、筑波大学　医学医療系　内分泌代謝糖尿病内科 2）、筑波大学　医学医療系　小児外科 3）

岩部博子 1）、水間久美子 1）、北久保佳織 1）、鈴木浩明 1,2）、増本幸二 1,3）

P-61-9� �筋肉量の男女別加齢変化の検討
水前寺とうや病院
松永敏郎、朝比奈直樹、福島美風

P-61-10� �急性期脳卒中患者の体組成と摂取エネルギー量の検討
尾道市立市民病院　栄養管理室 1）、リハビリテーション科 2）、看護部 3）、外科 4）、脳神経外科 5）

前川　香 1）、仲里博子 1）、大塚　文 1）、中司佳代 1）、富安真弓 2）、檀上恵美子 3）、村田年弘 4）、土本正治 5）

P-61-11� �心不全患者におけるＢＩＡ法を用いた体水分量の変化に関する検討
尾道市立市民病院　栄養管理室 1）、看護部 2）、リハビリテーション科 3）、外科 4）、脳神経外科 5）

中司佳代 1）、仲里博子 1）、前川　香 1）、吉田佳央留 2）、檀上惠美子 2）、富安真弓 3）、村田年弘 4）、土本正治 5）
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一般演題（ポスター）62　ビタミン・微量元素・抗酸化物質	2	 ポスター会場②	 2月28日（金）	 16:00～17:00
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）

P-62-1� �静脈投与におけるセレン院内製剤の投与間隔と投与量の検討(第2報)
釧路赤十字病院　薬剤部 1）、看護部 2）、栄養課 3）、小児科 4）、内科 5）

近江令司 1）、田中康裕 1）、高柳昌宏 1）、千田泰健 1）、今井裕美子 2）、信行祐子 3）、坂田浩子 3）、金子直哉 4）、仲西正憲 4）、北川浩彦 5）

P-62-2� �亜セレン酸注の経静脈投与によるセレン血中濃度上昇に影響を与える因子の探索
東北大学病院薬剤部 1）、東北大学大学院医学系研究科　消化器外科学分野 2）、東北大学大学院医学系研究科　耳鼻咽喉・頭頸部外科学分野 3）

八島一史 1）、前川正充 1）、前嶋隆弘 1）、吉中千佳 1）、伊関雅裕 2）、久道周彦 1）、元井冬彦 2）、香取幸夫 3）

P-62-3� �長期TPN患者にみられたセレン欠乏症に対するセレン含有ゼリーの使用例
医療法人社団　洞仁会　洞爺温泉病院　NST 1）、同　診療部 2）

塚原夏輝 1）、水谷一寿 1）、橋本美紀 1）、浅利亜由美 1）、山浦由紀 1）、會田　誠 2）、上田　修 1,2）、中谷玲二 2）

P-62-4� �長期TPN患者に合併したセレン欠乏症に対する亜セレン酸ナトリウム注射液の治療効果
医療法人社団洞仁会　洞爺温泉病院　NST 1）、医療法人社団洞仁会　洞爺温泉病院　診療部 2）

上田　修 1,2）、水谷一寿 1）、塚原夏輝 1）、橋本美紀 1）、浅利亜由美 1）、山浦由紀 1）、中谷玲二 2）

P-62-5� �短腸症候群患者のPPN管理の中でセレンに着目した継続アプローチにより機能改善に好影響を与えた症例
東苗穂病院　NST
宮﨑泰代、田村尚美、秋山慶文、安斎千晶、黒田良子、吉田祐一

P-62-6� �完全静脈栄養(TPN)開始後76日目に確認された食道癌術後絞扼性腸閉塞による短腸症候群例での低セレン血症
公立学校共済組合近畿中央病院薬剤部 1）、公立学校共済組合近畿中央病院外科 2）、
公立学校共済組合近畿中央病院内分泌内科 3）、公立学校共済組合近畿中央病院看護部 4）、公立学校共済組合近畿中央病院栄養管理室 5）、
大阪国際がんセンター栄養腫瘍科　消化器外科　緩和ケアセンター 6）

勝浦知恵 1）、高地　耕 2）、水野純男 1）、芝田英里 1）、村井良平 1）、門　敦子 5）、木谷博代 4）、半蔀枝津子 4）、赤代祥子 4）、斎藤　博 3）、
武元浩新 2）、飯島正平 6）

P-62-7� �亜セレン酸ナトリウム内服液により治療したセレン欠乏症の一例
医療法人社団　洞仁会　洞爺温泉病院　NST 1）、医療法人社団　洞仁会　洞爺温泉病院　診療部 2）

水谷一寿 1）、會田　誠 2）、橋本美紀 1）、塚原夏輝 1）、浅利亜由美 1）、山浦由紀 1）、上田　修 1,2）、中谷玲二 2）

P-62-8� �当院における微量元素含有製剤投与中の鉄過剰についての実態調査
ときわ会常磐病院薬剤部 1）、ときわ会常磐病院外科 2）、医療創生大学薬学部 3）

鈴木悠里 1）、神崎憲雄 2）、岩本陽花 1）、福地祐司 3）、早乙女浩之 1）

P-62-9� �含糖酸化鉄注射剤(フェジン®)の適正使用
社会医療法人財団　慈泉会　相澤病院　薬剤センター
青栁彩花、中村久美、宮下真実、三浦篤史

P-62-10��抑うつ状態と血栓症を認めた葉酸欠乏症の一例
長崎大学病院　高度救命救急センター 1）、長崎大学病院　医療教育開発センター 2）

淵野萌子 2）、山野修平 1）、泉野浩生 1）、田﨑　修 1）

P-62-11��経腸栄養剤のビタミンB1表記について
高浜豊田病院外科 1）、大分県勤労者医療生活協同組合大分協和病院薬剤科 2）

長谷川正光 1）、野田　武 2）

P-62-12��ビタミン欠乏に起因した多発骨折貧血患者に生じた両側化膿性耳下腺炎の一症例
耳原総合病院
川口真弓、堀内聡子

一般演題（ポスター）63　経腸栄養	3	 ポスター会場②	 2月28日（金）	 9:00～10:00
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）

P-63-1� �急性期脳血管疾患患者に対するペプタメン®AFの有効性に関する検討�～メイバランス®との比較～
山形市立病院済生館栄養指導室 1）、山形市立病院済生館薬局 2）、山形市立病院済生館外科 3）、山形市立病院済生館糖尿病・内分泌内科 4）

阿部睦子 1）、菅原拓也 2）、山村沙織 1）、長谷川繫生 3）、五十嵐雅彦 4）

P-63-2� �重症急性膵炎の早期経腸栄養に脂肪は危険か？～高たんぱく質消化態栄養ペプタメン®AFの使用経験から～
豊川市民病院　診療技術局　栄養管理科 1）、豊川市民病院　診療局　消化器内科 2）

坂神裕子 1）、佐々木康成 2）、宮木知克 2）、佐野　仁 2）
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P-63-3� �タンパク質補給食品を経腸栄養患者に使用した1例
岐阜県総合医療センター　NST部
堀尾忠司、吉田智子、安藤航平、田中さとみ、小寺　聖、前田健一、小森充嗣、大洞尚司、飯田真美、河合雅彦

P-63-4� �当院における高濃度経腸栄養メイバランス2.0の継続使用の報告
弘前脳卒中・リハビリテーションセンター
今井真子、鳴海悦子、鳥谷部翔、佐々木都子、高阪理恵、藤田佳子、荒谷真貴、船水亜巳、大川みこと

P-63-5� �急性期脳卒中患者における早期経腸栄養管理の効果と課題
横浜新緑総合病院
星屋麻値、大平真衣、宮城　司

P-63-6� �急性期において脳卒中患者が経管栄養から3食経口摂取に至る要因
沼田脳神経外科循環器科病院リハビリテーション部門言語聴覚課
山田雄嗣、鈴木夏美、山口遥香

P-63-7� �短腸症候群症例に対して半消化態栄養剤提案により患者QOLが改善した2症例
新潟大学医歯学総合病院　薬剤部
宮澤　誠

P-63-8� �食欲不振で入退院を繰り返す認知症高齢者の栄養アクセスに難渋した一例
愛生会山科病院　NST
山本佳奈子、長本有加、松本史織、仁田美由希、山田圭子、樋口眞宏、福田拓也、荒金英樹

P-63-9� �早期NST介入により敗血症を伴った重症肺炎から救命し得た１例
奥州市総合水沢病院外科 1）、奥州市総合水沢病院栄養科 2）、奥州市総合水沢病院看護科 3）、奥州市総合水沢病院薬剤科 4）、
奥州市総合水沢病院リハビリテーション科 5）

塚本信和 1）、佐々木麻衣 2）、今野幸枝 3）、髙橋祥子 4）、小田島幸絵 5）

P-63-10��消化態経腸栄養剤による脂肪肝に対し、低GI+低GL経腸栄養製品が奏功した一例
医療法人社団 shindo　旭川リハビリテーション病院　NST 1）、栄養課 2）、消化器科 3）、看護部 4）、薬剤部 5）

安田理恵 1,2）、浅間俊之 1,3）、石川広子 1,4）、酒井ひとみ 1,5）

P-63-11��低GI+低GL経腸栄養製品使用開始時に低血糖を生じた２症例の検討
医療法人社団 shindo　旭川リハビリテーション病院　NST 1）、薬剤部 2）、消化器科 3）、栄養課 4）

酒井ひとみ 1,2）、浅間俊之 1,3）、安田理恵 1,4）

P-63-12��繰り返す誤嚥性肺炎に対して栄養剤選択に難渋した1例
馬場記念病院　栄養部 1）、馬場記念病院　外科 2）、馬場記念病院　看護部 3）、馬場記念病院　リハビリテーション部 4）、
馬場記念病院　薬剤部 5）

奥田祥子 1）、長谷川毅 2）、亀井美沙 1）、趙　玉蓮 1）、松井理恵 1）、山口郁恵 3）、藤木順子 3）、チェシャー千絵 4）、中塚恵理子 5）、岩本真奈 5）、
木下春人 2）、中本健太郎 2）、寺岡　均 2）

一般演題（ポスター）64　リハビリ栄養	3	 ポスター会場②	 2月28日（金）	 14:00～15:00
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）

P-64-1� �回復期リハビリテーション病棟に入院する患者の栄養状態の実態調査－栄養状態とFIMの関連性－
社団医療法人養生会　かしま病院　看護部 1）、社団医療法人養生会　かしま病院　診療部 2）、
社団医療法人養生会　かしま病院　臨床検査科 3）

青木美枝子 1）、中山文枝 2）、山田由美子 3）、増田　恵 3）

P-64-2� �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～
医療法人　青仁会　池田病院　NST
山中章平、田中　誠、重吉恭子、西迫直人

P-64-3� �Nutrition�Support�Team介入患者における疾患別の栄養状態とリハビリテーション実施の検討
埼玉医科大学国際医療センター　リハビリテーションセンター 1）、埼玉医科大学国際医療センター　消化器病センター 2）

高木敏之 2）、三浦孝平 1）、佐藤　弘 2）、小山　勇 2）

P-64-4� �リハスタッフがQC手法を用いて食事摂取状況の把握と多職種共有を行い、入院患者の栄養摂取量を増加させた
地方独立行政法人総合病院国保旭中央病院リハビリテーション科 1）、地方独立行政法人総合病院国保旭中央病院消化器内科 2）、
地方独立行政法人総合病院国保旭中央病院臨床栄養科 3）

福田直輝 1）、内村信一郎 1）、木脇良枝 3）、紫村治久 2）

P-64-5� �病棟看護師のリハビリテーション栄養に関する意識調査
IMSグループ東京腎泌尿器センター大和病院リハビリテーション科 1）、IMSグループ東京腎泌尿器センター大和病院薬剤部 2）

柄澤方子 1）、木村華子 2）
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P-64-6� �リハビリ後リハデイズ®を飲用しADL改善に向かった症例
社会医療法人　黎明会　宇城総合病院　栄養管理科
小野絵里奈、野村千津子

P-64-7� �リハビリ中の栄養管理の重要性を再認識した１症例
岐阜市民病院　栄養管理室 1）、岐阜市民病院　脳神経外科 2）、岐阜市民病院　薬剤部 3）

下村美香 1）、玉川紀之 2）、桒原一恵 1）、説田英利子 3）

P-64-8� �がん専門病院における栄養障害リスク評価と口腔アセスメントの関連
神奈川県立がんセンター　歯科口腔外科 1）、神奈川県立がんセンター　栄養管理科 2）

光永幸代 1）、秋山紘槻 2）、藤井理恵薫 2）

P-64-9� �介護療養病床における経口維持加算対象者の傾向
医療法人井上会篠栗病院歯科
陣内暁夫

P-64-10��高齢者術後嚥下機能低下に対し口腔機能管理介入し、経口摂取可能になった一症例
千葉県がんセンター　NST
高橋直樹、金塚浩子、前田恵理、坂井美奈子、河津絢子、白戸由香子、渡邊大志、國松尚子、若松貞子、鍋谷圭宏

P-64-11��術後の誤嚥性肺炎、口内環境悪化による摂食困難に対し栄養管理とリハビリで摂食の改善、ADLが拡大した一例
富山市立富山市民病院NST 1）、看護部 2）、外科 3）、薬剤部 4）、臨床検査科 5）、リハビリテーション科 6）、栄養科 7）

荒江陽子 1,2）、藤村　隆 1,3）、髙橋けい子 1,2）、野崎　駆 1,4）、堀江妙子 1,5）、増田　賢 1,6）、稲生美紀 1,6）、庄司泰弘 1,3）、四十山冴子 1,7）

一般演題（ポスター）65　口腔ケア（歯科との連携）2	 ポスター会場②	 2月28日（金）	 16:00～17:00
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）

P-65-1� �歯科のない急性期病院での口腔ケア～地域の歯科医との連携～
市立福知山市民病院　看護部 1）、市立福知山市民病院　診療部　消化器内科 2）、市立福知山市民病院　診療部　総合内科 3）、
市立福知山市民病院　診療部　栄養科 4）、市立福知山市民病院　薬剤部 5）、市立福知山市民病院　診療部　臨床検査科 6）

塩見里美 1）、岡野ひろみ 1）、糸原洋子 1）、神内美智子 1）、中林秀子 1）、川西純子 6）、林田郁代 4）、森垣知美 4）、立道直美 5）、堀　雅博 5）、
足立圭司 5）、北村友一 3）、奥田隆史 2）

P-65-2� �NST活動における口腔内評価の意義�―歯科医師、摂食・嚥下障害看護認定看護師との連携―
地方独立行政法人京都市立病院機構　京都市立病院　栄養科 1）、地方独立行政法人京都市立病院機構　京都市立病院　看護部 2）、
地方独立行政法人京都市立病院機構　京都市立病院　薬剤科 3）、地方独立行政法人京都市立病院機構　京都市立病院　腎臓内科 4）、
地方独立行政法人京都市立病院機構　京都市立病院　総合内科 5）

樋口由美 1）、植木　明 1）、長谷川優子 2）、細川真弥 3）、小野　勝 3）、山本耕治郎 4）、吉波尚美 5）

P-65-3� �多職種連携による口腔ケアラウンド
利根中央病院リハビリテーション室 1）、利根中央病院外科 2）、利根中央病院脳神経外科 3）

原澤陽二 1）、林　茂宏 1）、髙橋佐知子 1）、郡　隆之 2）、河内英行 3）

P-65-4� �保湿を重視した高齢者の口腔ケアの効果
国家公務員共済組合連合会　北陸病院　NST
中村綾香、鳥越安子、酒井佳代子、山口美晴、高橋ひとみ、武藤綾子、増永高晴

P-65-5� �口腔ケア不良のCOPD入院患者の特徴
新潟臨港病院　歯科口腔外科 1）、栄養科 2）、看護部 3）、リハビリテーション科 4）、薬剤部 5）、内科 6）、外科 7）

髙橋　忍 1）、中川　綾 1）、吉田可奈子 2）、苅部まなみ 3）、坂井麻由美 3）、長岡小夏 4）、庭山雅幸 5）、坂井邦彦 6）、小林　孝 7）

P-65-6� �経管栄養を離脱した重度心身障がい者の一症例
医療法人医和基会戸畑総合病院　歯科・口腔外科 1）、医療法人医和基会戸畑総合病院　外科 2）、医療法人医和基会戸畑総合病院　薬剤部 3）、
医療法人医和基会戸畑総合病院　看護部 4）、医療法人医和基会戸畑総合病院　栄養部 5）

石田力大 1）、富永昌幸 2）、白銀阿岐子 4）、重永布美光 4）、竹丸裕美 4）、坂井雅俊 3）、阿南有香 5）

P-65-7� �当院NSTが歯科へ口腔管理依頼した100症例の検討
独立行政法人国立病院機構　大阪南医療センター　歯科 1）、独立行政法人国立病院機構　大阪南医療センター　外科 2）、 
独立行政法人国立病院機構　大阪南医療センター　栄養管理室 3）、
独立行政法人国立病院機構　大阪南医療センター　呼吸器内科・呼吸器腫瘍内科 4）、
独立行政法人国立病院機構　大阪南医療センター　看護部 5）、独立行政法人国立病院機構　大阪南医療センター　薬剤部 6）、
独立行政法人国立病院機構　大阪南医療センター　リハビリテーション科 7）

山田龍男 1）、冨永敏治 2）、陰山麻美子 3）、金田和奈 5）、水津智樹 6）、柳田直紀 7）、難波優希 6）、東美由紀 5）、井川　希 5）、松島千陽 3）、
福山雄一朗 7）、柳川奈美 7）、本多英弘 4）

P-65-8� �歯科衛生士による外科周術期介入症例の現状評価
岡山市立市民病院　外科 1）、岡山市立市民病院　入退院支援センター 2）

沖田充司 1）、中山良子 2）、藤井攝雄 2）
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P-65-9� �Sham�Feedingとして歯ブラシによる口腔粘膜刺激を行っている当院独自の周術期口腔機能管理について
杏林大学　医学部　耳鼻咽喉科教室・顎口腔外科 1）、杏林大学　医学部　麻酔科学教室 2）、杏林大学　医学部　医療管理学 3）、
杏林大学　医学部　救急医学教室 4）

池田哲也 1）、森山久美 2）、萬　知子 2）、大久保正彦 1）、湯本愛実 1）、齋藤英昭 3）、松田剛明 4）、齋藤康一郎 1）

P-65-10��経口栄養と経管栄養患者の誤嚥性肺炎リスクと口腔内乾燥の比較検討
医療法人社団若鮎北島病院
川村照代、山本清美、片岡浩子、中澤寿人、古味あゆみ、田中芙美子、坂本　宏、北島清彰

P-65-11��急性期病院と院外歯科の連携について―OHATによる口腔評価からみえた傾向と課題―
横浜新緑総合病院　栄養科 1）、横浜新緑総合病院　内科 2）

大平真衣 1）、星屋麻値 1）、宮城　司 2）

P-65-12��薬剤師と歯科衛生士のコラボレーションが誤嚥性肺炎を防げるのか！？
医療法人社団光仁会梶川病院薬剤科 1）、医療法人社団光仁会梶川病院医局 2）、医療法人社団光仁会梶川病院看護部長室 3）、
医療法人社団光仁会梶川病院栄養科 4）、医療法人社団光仁会梶川病院検査科 5）、医療法人社団光仁会梶川病院看護部 6）、
医療法人社団光仁会梶川病院地域連携室 7）、山形大学医学部付属病院薬剤部 8）

久保田恵理 1）、山口美智子 3）、藤澤真弓 4）、石橋亜由乃 4）、大西　愛 5）、折出仁美 6）、檜井俊英 2）、西岡幸子 6）、木村匡江 7）、渡部静緒 6）、
丘　龍祥 8）

一般演題（ポスター）66　呼吸器疾患	 ポスター会場②	 2月28日（金）	 9:00～10:00
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）

P-66-1� �絶食の転帰からみる一般病棟入院高齢者肺炎の傾向
原土井病院　薬剤部 1）、原土井病院　内科 2）、九州大学病院　総合診療科 3）

中道真理子 1）、橋口千穂 1）、久家誠美 1）、中園貴子 2）、池崎裕昭 3）

P-66-2� �人工呼吸器管理患者の経腸栄養管理について
済生会富田林病院栄養管理科
大中敦子

P-66-3� �高齢者肺炎30日以内死亡例の栄養管理は適切に実施されたのか？-30日以内生存退院例との比較検討-
静和記念病院　内科
小野博美

P-66-4� �気管切開で経鼻経管栄養をおこなっていた顕微鏡的多発血管炎患者にNST介入により経口摂取可能となった一例
市立伊丹病院　NST 1）、医療技術部 2）、看護部 3）、薬剤科 4）、消化器内科 5）

中野佑吏子 1,2）、河形純子 1,3）、山根正也 1,4）、城山めぐみ 1,4）、石谷理紗 1,4）、道下千秋 1,2）、村山洋子 1,5）

P-66-5� �プロカテロール食前吸入が、食事時の呼吸困難感、SpO₂低下に有効であった超高齢・COPD患者症例
新潟臨港病院　薬剤科 1）、新潟臨港病院　外科 2）、新潟臨港病院　内科 3）、新潟臨港病院　歯科口腔外科 4）、新潟臨港病院　栄養科 5）、
新潟臨港病院　リハビリテーション科 6）、新潟臨港病院　看護部 7）

庭山雅幸 1）、小林　孝 2）、坂井邦彦 3）、中川　綾 4）、高橋　忍 4）、吉田可奈子 5）、長岡小夏 6）、坂井麻由美 7）、苅部まなみ 7）

P-66-6� �COPD患者に対し栄養強化と呼吸リハビリテーションを行い自宅退院した一例
北海道社会事業協会小樽病院　リハビリテーション科 1）、北海道社会事業協会小樽病院　外科 2）

高木　翼 1）、横山和之 2）

P-66-7� �低体重、ADL低下を認める肺移植後患者において管理栄養士による長期的な栄養指導が有用であった一例
東京大学医学部附属病院　病態栄養治療部
高見　真、長谷川陽子、関根里恵、伊地知秀明、窪田直人

P-66-8� �栄養療法により呼吸状態が一時悪化したと考えられた呼吸不全の1例
一般財団法人永頼会松山市民病院　HCU 1）、一般財団法人永頼会松山市民病院　外科 2）、一般財団法人永頼会松山市民病院　リハビリ 3）、
一般財団法人永頼会松山市民病院　薬剤部 4）、一般財団法人永頼会松山市民病院　栄養管理室 5）、一般財団法人永頼会松山市民病院　看護部 6）

髙岡奈美恵 1）、河田直海 2）、柚木　茂 2）、西岡一美 6）、内藤由宇奈 4）、武藤純子 3）、岡田　彩 5）、矢野香穂里 5）

P-66-9� �急性呼吸不全患者に対し半固形化栄養剤プロトコルが著効した1例
茨城西南医療センター病院　栄養部 1）、茨城西南医療センター病院　臨床検査部 2）、茨城西南医療センター病院　看護部 3）、
茨城西南医療センター病院　消化器外科 4）

佐々木貴子 1）、中島春香 1）、古谷哲也 2）、吉岡恵里子 3）、野﨑礼史 4）

P-66-10��呼吸器疾患患者に対する栄養補助食品の検討
みえ呼吸嚥下リハビリクリニック
鈴木典子、井上登太
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P-66-11��体重減少をきたしたCOPD患者に対し超高濃度栄養食（4kcal/ml）が有用と思われた1例
日本私立学校振興・共済事業団　東京臨海病院　看護部 1）、消化器内科 2）、栄養科 3）、薬剤科 4）

高梨俊子 1）、山田俊夫 2）、李　世容 2）、生魚　薫 3）、鈴木英明 4）

P-66-12��終末期の告知を契機に栄養摂取が増加した最重症COPD症例
新潟臨港病院　リハビリテーション科 1）、栄養科 2）、看護部 3）、歯科口腔外科 4）、薬剤部 5）、外科 6）、内科 7）

長岡小夏 1）、吉田可奈子 2）、坂井麻由美 3）、苅部まなみ 3）、中川　綾 4）、高橋　忍 4）、庭山雅幸 5）、小林　孝 6）、坂井邦彦 7）
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スポンサードシンポジウム

スポンサードシンポジウム01	 第6会場	 2月27日（木）	13:10～14:10

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）

� �「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」

演者１：医師の立場からみた流動食の可能性
京都大学医学部附属病院　耳鼻咽喉科・頭頸部外科
末廣　篤

演者２：看護師の立場からみた流動食の可能性
社会医療法人若弘会若草第一病院　救急看護認定看護師
柏本佳奈子

演者３：管理栄養士の立場からみた流動食の可能性
社会医療法人近森会　近森病院　臨床栄養部
宮島　功

演者４：�流動食の新潮流　～腸内細菌の知見～
医療法人社団悦伝会　目白第二病院　副院長
水野英彰

共催：テルモ株式会社

ハンズオンセミナー

第14回PTEGハンズオンセミナー	 Room	510	 2月27日（木）	14:00～16:00

司会：中村光成（�医療法人成風舎　西原クリニック）
講演：山本祐二（�社会医療法人若竹会　つくばセントラル病院）

参加対象：医師、全メディカルスタッフ

参加方法：要事前予約

講義：PTEGの必要性と管理のコツ

実技セミナー：超音波下穿刺モデルを用いたバルーン（RFB）穿刺方法の実習
　　　　　　　食道モデルを用いたガイドワイヤー操作の実習

※受講後、日本PTEG研究会から参加証明書を配布します。

共催：第35回日本臨床栄養代謝学会学術集会／キヤノンメディカルシステムズ株式会社／住友ベークライト株式会社�
後援：日本PTEG研究会
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学術セミナー

学術セミナー01	 第1会場	 2月27日（木）	11:50～12:50

座長：三原千恵（�日比野病院）

LS-01� �今考えるべき　急性期から回復期のシームレスケア　～包括的なタイムマネジメント～
社会医療法人社団熊本丸太会　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
吉村芳弘

共催：株式会社カネカ／テルモ株式会社

学術セミナー02	 第2会場	 2月27日（木）	11:50～12:50

座長：東口髙志（�藤田医科大学医学部　外科・緩和医療学講座）

LS-02� �予後改善を目指した消化器癌患者の周術期栄養管理
大阪大学大学院医学系研究科　外科学講座　消化器外科学
土岐祐一郎

共催：小野薬品工業株式会社

学術セミナー03	 第3会場	 2月27日（木）	11:50～12:50

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）

LS-03� �今、知っておきたい！　～死菌でも働く乳酸菌と感染対策～
昭和大学医学部外科学講座　小児外科学部門
千葉正博

共催：ニュートリー株式会社

学術セミナー04	 第4会場	 2月27日（木）	11:50～12:50

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）

LS-04� �重症患者に対する早期栄養療法　－攻めどころと、守りどころ－
千葉大学医学部附属病院　救急科・集中治療部
大島　拓

共催：株式会社明治

学術セミナー05	 第5会場	 2月27日（木）	11:50～12:50

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）

LS-05� �腸内細菌と健康のかかわり
滋賀医科大学医学部附属病院　消化器内科
安藤　朗

共催：ミヤリサン製薬株式会社

学術セミナー06	 第6会場	 2月27日（木）	11:50～12:50

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）

LS-06� �代謝で理解する脂質異常症・糖尿病の食事療法
滋賀医科大学　糖尿病内分泌・腎臓内科
森野勝太郎

共催：MSD株式会社
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学術セミナー07	 第7会場	 2月27日（木）	11:50～12:50

座長：飯島正平（�大阪国際がんセンター　栄養腫瘍科）

LS-07� �栄養管理における微量元素の必要性
筑波大学医学医療系 小児外科
増本幸二

共催：藤本製薬株式会社

学術セミナー08	 第8会場	 2月27日（木）	11:50～12:50

座長：松谷泰男（�京都桂病院　乳腺科）

LS-08� �栄養管理における六君子湯の有用性
鹿児島大学大学院医歯学総合研究科　心身内科学分野
浅川明弘

共催：株式会社ツムラ

学術セミナー09	 第13会場	 2月27日（木）	11:50～12:50

座長：辻川知之（�東近江総合医療センター　消化器内科）

LS-09� �炎症性腸疾患の治療最前線　～素敵なチーム医療をめざして～
大阪市立大学医学部附属病院　消化器内科
鎌田紀子

共催：アッヴィ合同会社

学術セミナー10	 第11会場	 2月27日（木）	11:50～12:50

座長：鍋谷圭宏（�千葉県がんセンター　食道・胃腸外科）

LS-10� �フレイル・サルコペニア対策における栄養の意義を考える
国立研究開発法人国立長寿医療研究センター理事長
荒井秀典

共催：アボットジャパン合同会社

学術セミナー11	 第12会場	 2月27日（木）	11:50～12:50

座長：海道利実（�聖路加国際病院　消化器・一般外科）

「がん悪液質への栄養サポート～炎症に着目したケア～」

LS-11-1� �炎症評価の臨床的意義
三重大学病院　多職種連携センター
奥川喜永

LS-11-2� �炎症を評定とした栄養介入の実際
伊賀市立上野総合市民病院 栄養管理課
白井由美子

共催：株式会社クリニコ

学術セミナー12	 第1会場	 2月28日（金）	12:00～13:00

座長：東口髙志（�藤田医科大学医学部　外科・緩和医療学講座）

LS-12� �腸管免疫とプレバイオティクスの最前線　－免疫器官としての腸のはたらき－
横浜市立大学医学部　肝胆膵消化器病学教室
中島　淳

共催：ネスレ日本株式会社　ネスレ�ヘルスサイエンス�カンパニー
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学術セミナー13	 第2会場	 2月28日（金）	12:00～13:00

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）

LS-13� �明快な道しるべ　－静脈栄養におけるPICCの位置づけ－
大崎市民病院　腫瘍内科
髙橋義和

共催：日本コヴィディエン株式会社

学術セミナー14	 第3会場	 2月28日（金）	12:00～13:00

座長：宮澤　靖（�東京医科大学病院）

LS-14� �フレイル対応における栄養支持療法の工夫　～アミノ酸インバランスに着目した栄養介入～
目白第二病院
水野英彰

共催：キリンホールディングス株式会社

学術セミナー15	 第4会場	 2月28日（金）	12:00～13:00

座長：髙木智久（�京都府立医科大学　消化器内科）

LS-15� �炎症性腸疾患における栄養療法の可能性を探る
滋賀医科大学医学部附属病院　栄養治療部
馬場重樹

共催：ヤンセンファーマ株式会社

学術セミナー16	 第5会場	 2月28日（金）	12:00～13:00

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）

「栄養療法を再考する　－最新のエビデンスを踏まえて－」

LS-16-1� �口腔がん化学放射線治療における栄養の重要性
山口大学医学部附属病院　歯科口腔外科
原田耕志

LS-16-2� �炎症性腸疾患における術前栄養状態と術後合併症のリスク　－自施設での研究結果を中心に－
JCHO 四日市羽津医療センター
山本隆行

共催：EAファーマ株式会社

学術セミナー17	 第6会場	 2月28日（金）	12:00～13:00

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）

LS-17� �なぜ今、少量高カロリー・低糖質高脂肪栄養補助食品が必要とされるのか？　～注目される脂肪の有用性～
医療法人ちゅうざん会　ちゅうざん病院　副院長
吉田貞夫

共催：ヘルシーフード株式会社

学術セミナー18	 第7会場	 2月28日（金）	12:00～13:00

座長：奥山宏臣（�大阪大学　小児成育外科学）

LS-18� �腸管不全患者への垣根を越えた治療　-インタープロフェショナル・コラボレーション-
昭和大学　小児外科
千葉正博

共催：武田薬品工業株式会社�ジャパンメディカルオフィス
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学術セミナー19	 第8会場	 2月28日（金）	12:00～13:00

座長：白木　亮（�岐阜大学大学院医学系研究科　消化器病態学）

「肝疾患における栄養療法の工夫」

LS-19-1 広島大学病院　栄養管理部
長尾晶子

LS-19-2 広島大学病院　消化器・代謝内科
平松　憲

共催：大塚製薬株式会社

学術セミナー20	 第13会場	 2月28日（金）	12:00～13:00

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）

LS-20� �AWGS2019を踏まえたサルコペニアのリハ栄養と医科歯科連携
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
若林秀隆

共催：株式会社�東京技研

学術セミナー21	 第11会場	 2月28日（金）	12:00～13:00

座長：比企直樹（�北里大学医学部　上部消化管外科学）

LS-21� �がんに備えて貯金と貯筋　～周術期リハビリ栄養療法の有用性～
聖路加国際病院　消化器・一般外科
海道利実

共催：株式会社大塚製薬工場／イーエヌ大塚製薬株式会社

学術セミナー22	 第12会場	 2月28日（金）	12:00～13:00

座長：田中芳明（�久留米大学病院　医療安全管理部）

LS-22� �腸内環境からみた発酵性食物繊維の新常識！　～あなたは国際基準24g／日をどのようにクリアしますか？～
京都府立医科大学附属病院　内視鏡・超音波診療部
内藤裕二

共催：太陽化学株式会社


