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【第 1会場】

10：00～10：05 第1会場
開会式

望月 弘彦 クローバーホスピタル 消化器科・NSTチェアマン

10：05～10：45 第1会場
要望演題1「NST加算＋NSTの経済効果」

座長：野口 球子 北里大学東病院栄養部
鷲澤 尚宏 東邦大学医療センター大森病院栄養治療センター

要望 1-1 当センターにおける栄養サポートチーム加算の問題点
臼田 誠 横浜市立脳血管医療センター NST�

横浜市立脳血管医療センター 薬剤部
要望 1-2 消化器外科病棟におけるNST専従栄養士（栄養コンシェルジュ）の活動

望月 宏美 公益財団法人がん研究会有明病院 栄養管理部
要望 1-3 回復期リハビリテーション病院におけるNST介入による入院患者の

栄養状態の改善効果
田浦 弘之 小金井リハビリテーション病院 NST

要望 1-4 当院における術前経口補水療法の導入と効果
石井 愛弓 聖マリアンナ医科大学病院 栄養部

10：45～11：20 第1会場
一般演題1「経管栄養 1 器具・手技」

座長：伊藤 美智子 社会保険中央総合病院看護局
片岡 祐一 北里大学医学部救命救急医学

1 GBジェジュナルボタンチューブTMのキンクと壁の肉厚改良による改善が得られた
慢性腸閉塞の 1例
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

2 経管栄養用軟性コンテナバッグにおいて開閉用指サックの工夫を施したことによる
作業時間への影響
星野 明子 東邦大学医療センター大森病院 看護部�

東邦大学医療センター大森病院 栄養治療センター

3 経管栄養患者に対する白湯投与方法の業務改善
～先湯注入方法の部署内教育前後の投与感覚の比較～
結城 恵真 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 看護師

4 患者志向の新しい簡易懸濁法注入器のご紹介
盛本 修司 株式会社モリモト医薬 代表
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11：20～11：55 第1会場
一般演題2「経管栄養 2 栄養剤」

座長：小川 幸雄 北里大学病院薬剤部
斎藤 恵子 社会保険中央総合病院栄養科

5 経腸栄養剤にNaCl および経口補水液を添加した際の栄養チューブ通過性の検討
倉田 なおみ 昭和大学薬学部

6 NST看護師と褥瘡チームの連携により重度褥瘡が改善した一例
熊谷 正範 東京都立駒込病院 看護部

7 空腸瘻からの半固形化栄養剤投与の試み～QOLが改善した一例～
小笠原 三保子 東京都保健医療公社 大久保病院 栄養科

8 当院に入院した脳出血、くも膜下出血患者における強制栄養管理の実態調査
中山 孝作 武蔵野赤十字病院 看護部 SCU

13：30～14：05 第1会場
一般演題3「栄養評価」

座長：後藤 薫 東京都立小児総合医療センター検査科
高増 哲也 神奈川県立こども医療センター アレルギー科

9 摂取エネルギーからみたプレアルブミンとCRP
枝松 清隆 湘南鎌倉総合病院 検査科

10 院内発生した褥瘡患者のALB�CRP比と治療期間の検討
角房 綾 昭和大学横浜市北部病院 栄養科

11 在宅療養中の終末期がん患者における血清アルブミン・プレアルブミン濃度の検討
太田 一樹 鎌倉女子大学 家政学部 管理栄養学科

12 来院時心肺停止患者の栄養状態について
遠藤 成子 北里大学病院 臨床検査部

14：05～14：40 第1会場
一般演題4「NST専門療法士・教育」

座長：池田 尚人 昭和大学横浜市北部病院脳神経外科
森 みさ子 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院総合栄養支援室

13 神奈川NSTナースの会を発足して～現状報告と今後の展望について～
添野 民江 昭和大学附属豊洲病院 看護部

14 神奈川NST専門療法士連絡会の取り組み
～第 5回 NST専門療法士志望者対象勉強会報告～
佐藤 千秋 神奈川NST専門療法士連絡会

15 NSTリーダー育成をめざして～第 4回神奈川NST合宿報告～
金杉 恵里 海老名総合病院�神奈川NST専門療法士連絡会

16 ヨーロッパの臨床栄養学習プログラム LLL と、アメリカ式栄養ケアプロセス
高増 哲也 神奈川県立こども医療センター アレルギー科
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14：40～14：50 第1会場
首都圏支部会からの報告

日本静脈経腸栄養学会首都圏支部会 会長
丸山 道生

14：50～15：30 第1会場
要望演題2「在宅NST・多職種連携」

座長：篠 聡子 東京女子医科大学病院消化器・脳・外科病棟
千葉 正博 昭和大学病院外科学講座小児外科部門

要望 2-1 実地修練を通して感じたNSTの思考と在宅支援関係者の思考
森田 千雅子 逗子栄養リサーチオフィス

要望 2-2 胃ろう造設後、在宅療養を選択した家族との関わり
清水 陽平 社会医療法人JMA海老名メディカルプラザ 栄養科

要望 2-3 病院管理栄養士による居宅療養管理指導実施の取り組み
手塚 千春 社会福祉法人日本医療伝道会 栄養科

要望 2-4 小児外科外来NSTの活動報告と管理栄養士の役割
町田 あゆみ 昭和大学病院 小児外科外来NST

15：30～16：10 第1会場
要望演題3「栄養治療の地域連携」

座長：熊谷 直子 横浜市脳血管医療センター 栄養部
林 宏行 日本大学薬学部薬物治療学研究室

要望 3-1 シームレスな栄養連携を目指した済生会横浜市南部病院の取り組み
飯田 純一 済生会横浜市南部病院 NST�

済生会横浜市南部病院 薬剤部
要望 3-2 急性期から回復期へシームレスな栄養管理を行うための検討

野本 達哉 永生病院 栄養サポートチーム
要望 3-3 横浜・川崎地域連携栄養フォーラムの 7年間の歩みと活動から見えてきた今後の課題

稲福 美奈 横浜・川崎地域連携栄養フォーラム
鈴木 美香 横浜・川崎地域連携栄養フォーラム

要望 3-4 大規模災害に備えた管理栄養士の連携
―管理栄養士が震災支援から学んだ事を活かして
河野 好江 横須賀市立うわまち病院 栄養科

16：25～17：25 第1会場 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
特別講演

座長：安藤 亮一 武蔵野赤十字病院腎臓内科

『高齢爆発に備えて 今、私たちがしなければならないこと』
小野沢 滋 北里大学病院 患者支援センター部�亀田総合病院地域医療支援部
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17：25～17：30 第1会場
閉会式

望月 弘彦 クローバーホスピタル 消化器科・NSTチェアマン

【第 2会場】

10：50～11：25 第2会場
一般演題5「リハビリテーション栄養 1」

座長：志波 郁子 済生会横浜市南部病院 栄養部
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

17 急性腎不全を併発した大腿切断後のリハ栄養管理の 1症例
三浦 淳子 医療法人 健生会 朝倉病院 栄養科

18 前悪液質を呈した症例にNSTと作業療法介入することで改善がみられた一例
甲嶋 義史 株式会社 日立製作所 日立横浜病院 リハビリ室

19 当院 NSTにおける脳梗塞患者に対する作業療法士の役割
瀬戸 佳菜子 東名厚木病院 リハビリテーション科

20 低栄養・下痢を呈したパーキンソン病患者に対するNST・リハビリテーション介
入の一例
畑 亜由美 横浜市立大学附属市民総合医療センター リハビリテー

ション部

11：25～12：00 第2会場
一般演題6「リハビリテーション栄養 2」

座長：菅野 丈夫 昭和大学病院栄養科
廣井 順子 東京都保健医療公社多摩北部医療センター薬剤科

21 右肺全摘後に積極的な栄養療法とリハビリが奏功した 1例
片岡 侑史 財団法人同友会藤沢湘南台病院 NST

22 高齢者の重症ARDSに早期経腸栄養管理および多職種介入を行った一例
川端 千壽 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 看護師

23 急性期病院での廃用症候群算定者に対する握力測定の栄養評価としての意義
清水 里美 IMSグループ 板橋中央総合病院 リハビリテーション科

24 重症心身障害児の骨密度
山本 亜矢子 神奈川県立こども医療センター 神経内科
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12：10～13：10 第2会場 共催：株式会社大塚製薬工場�イーエヌ大塚製薬株式会社
ランチョンセミナー1

座長：深野 史靖 財団法人同友会藤沢湘南台病院

『医療職と介護・福祉職が連携してこそ、真の在宅NSTが始まる
～4歳になった「大津市PEG地域連携パス」と産声をあげた「おうみ在宅療養連携シー
ト」～』
西山 順博 医療法人西山医院

13：30～14：05 第2会場
一般演題7「経口摂取」

座長：高橋 郷 東京医療センター薬剤科
田中 弥生 駒沢女子大学人間健康学部健康栄養学科

25 海老名総合病院におけるとろみ粘度の調査―第一報 各病棟における実態調査―
佐々木 奈津恵 海老名総合病院 NST

26 栄養管理のみで、炎症反応高値のクロストリジウム・ディフィシル関連腸炎が改善
したと思われる一例
府川 範子 医療法人社団明芳会 板橋中央総合病院 栄養科

27 血液疾患の栄養管理に難渋した一例
小島 稔 東海大学医学部付属病院 血液腫瘍内科

28 アレルギー児サマーキャンプにおける食育ワンポイントレッスンの効果
松山 紗奈江 神奈川県立保健福祉大学 保健福祉学部 栄養学科

【第 3会場】

12：10～13：10 第3会場 共催：テルモ株式会社
ランチョンセミナー2

座長：石井 良昌 海老名総合病院

『病院から在宅へ～地域栄養ケアでつながる～』
江頭 文江 地域栄養ケアPEACH厚木

【第 4会場】

12：10～13：10 第4会場
ランチョンセミナー3

座長：鈴木 聡行 藤沢市歯科医師会

『食べること 生きること ～地域で最期まで食べるために～』
五島 朋幸 ふれあい歯科ごとう


