
ＮＳＴフォーラムin 岡山演題

一般演題 特別講演　 
座　長　　岡山大学医学部附属病院　　腫瘍胸部　　外科　　内藤　稔　　先生 座　長　　岡山大学医学部附属病院　　病院長　　清水　信義　　先生 
1、「最近の病棟訪問から～」 『特殊栄養成分による生活習慣病予防
　　　　岡山大学医学部附属病院　栄養管理室　坂本　八千代　先生 ～殊に栄養療法に於る微量栄養素、CoQ10，食物繊維の役割～』
2、「当院におけるNSTの実際 　～外傷性意識障害患者における投与カロリーについて～」 　　　　久留米大学医学部附属病院　　小児外科　　講師　　田中　芳明　　先生
　　　　岡山療護センター　　看護師　　本庄　優美子　　先生
3、「Okayama Nutrition Club発足について 」
　　　　光生病院　　外科　　梶谷　伸顕　　先生
座　長　　川崎医科大学附属病院　　食道・胃腸科　　古賀　秀樹　　先生 座　長　　岡山大学医歯学部附属病院　　病院長　　清水　信義　　先生　　　　
1、「PEG造設により在宅管理が可能になった1症例」 『NSTが病院を変えた！』
　　　　岡山大学医歯学部　　栄養管理室長　　坂本　八千代　　先生    ‐NSTの導入による独創的な「病院構造改革」への挑戦‐
2、「光生病院ＮＳＴ活動　－高齢者における免疫賦活経腸栄養剤の評価－」 　　　　藤田保健衛生大学医学部　　外科学・緩和ケア講座　 教授　　東口　髙志　　先生
　　　　光生病院　　外科　　梶谷　伸顕　　先生
座　長　　光生病院　　NST　　外科　　梶谷　伸顕　　先生 座　長　　川崎医科大学附属病院　　消化器外科　　教授　　角田　司　　先生   
1、「NST稼動3年間の軌跡」 『NSTでクリニカルパスの後方支援』
　　　　KKR高松病院　　NST　　粟井　一哉　　先生 　　　　岸和田市民病院　 　外科　    山中　英治　　先生
2、「やってよかった！NST。　チーム医療はNSTから」
　　　　金沢大学　  NST　　栄養科　　大谷　幸子　　先生 
座　長　　 岡山大学医・歯学部附属病院　腫瘍・胸部外科　　内藤　稔先生 座　長　　川崎医科大学附属病院　　消化器外科　　教授　　角田　司　　先生　　 
1、「褥創チームとNSTの連携の実際 」 『NSTによる病院機能改革』
　　　　岡山大学医・歯学部附属病院　　看護部　　 奧野　信枝　　先生 　　　　特別医療法人　　熊本第一病院　　副院長　　野上　哲史　　先生
　　　　岡山大学医・歯学部附属病院　   臨床栄養部　　坂本　八千代　　先生 
2、「NST活動における摂食・嚥下リハビリテーションの重要性」 
　　　　 岡山大学医・歯学部附属病院　　特殊歯科総合治療部　　石田　瞭　　先生
座　長　　川崎医科大学附属病院　　消化器外科　　平井　敏弘　　先生 座　長　　川崎医科大学附属病院　　消化器外科　　教授　　角田　司　　先生　　　
1、「栄養不良の患者様に対する栄養管理の実践例」 『ＮＳＴ：新たな病院機能　-パターナリズムよりの脱却-』
　　　　財団法人岡山県健康づくり財団附属病院　栄養部 　　　 　　　　独立行政法人国立病院機構大阪医療センター　　辻仲　利政　　先生
　　　　豊田　加奈子　　先生　　　足立　美穂子　　先生
2、「当院消化器センターにおけるNST活動」　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　　　　川崎医科大学附属病院　　看護部１）　栄養部２）　薬剤部３）　食道・胃腸科内科４）　外科５）
　　　　桐原　美穂先生１）　伊藤　由加先生１）　水畑　忍先生１）　神原　志保子先生１）　 
　　　　寺本　房子先生２）　遠藤　陽子先生２）　勝村　登美子先生３）　古賀　秀樹先生４） 
　　　　平井　敏弘先生５）　　角田司先生５）　 
3、「地域民間病院におけるNST導入の取り組み」　　　　　　　　　　　　　　
　　　　医療法人敬和会　　近藤病院　　看護部１）　栄養管理部２）　外科３） 
　　　　角田　和香代先生１）　　松尾　一美先生２）　　近藤　秀則先生３） 
4、「当院における経管栄養法IOC（間歇的経口カテーテル）法を実施して」
　　　　岡山旭東病院　リハビリテーション科 
　　　　長谷川　寿美玲先生　　橋本　節子先生　　長滝　加代子先生　　三輪　洋枝先生 
座　長　　川崎医科大学附属病院　　食道・胃腸内科　　古賀　秀樹　　先生 座　長　　川崎医科大学附属病院　　消化器外科　教授　　角田　司　　先生　　　
1、「岡山協立病院栄養サポートチーム（NST）の取り組み」 『ＮＳＴ活動内容の実際』
　　　　財団法人岡山県健康づくり財団附属病院　栄養部 　　　 　　　　東邦大学医療センター大森病院　　ＮＳＴディレクター　　鷲澤  尚宏　　 先生
　　　　岡山協立病院　　内科　　板野　靖雄　　先生
2、「当院におけるPEG造設４０４症例の長期予後について」　　　　　　 
　　　　津山中央病院　  内科　   平良　明彦    先生 
3、「当院におけるＮＳＴ活動と実際」　　　　　　　　　　　　　　
　　　　川崎医科大学附属病院　　栄養部　　津田　亮子　先生
座　長　　岡山大学医学部・歯学部附属病院　薬剤部　出石　通博　先生 座　長　　　岡山大学　　理事・副学長　　清水　信義　　先生
1、「岡山中央病院におけるNST活動の取り組み」 『臨床栄養におけるNSTの役割と今後の展望』
　　　　岡山中央病院　　栄養部　　管理栄養士　　浅倉　裕子　 先生 　　　　近畿大学医学部附属病院長　　大柳　治正　　先生
2、「岡山大学病院におけるＮＳＴと臨床検査技師の関わり」
　　　　岡山大学医学部・歯学部附属病院　　 医療技術部　　臨床検査技師　　内山　慶子　　先生
3、「福祉・医療の総合施設における嚥下造影検査（ＶＦ）の有効性」
　　　　介護老人保健施設　　ﾆｭｰｴﾙﾀﾞｰｾﾝﾀｰ　　副主任　　作業療法士　　原田　光章　　先生
4、「重症脳卒中患者に対する早期経腸栄養の取り組み」　
　　　　金田病院　　NST　　嚥下チーム　　看護師 　 川上　知恵美  　先生 
5、「PEGと経口摂取併用：栄養改善と食べる楽しみが得られた一症例」
　　　　笠岡市民病院　　NST　　歯科衛生士　　高橋　佐百合　　先生
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座　長　川崎医療福祉大学　　臨床栄養学科　　寺本　房子 　先生 座　長　　川崎医科大学附属病院　　院長　　角田　司　　先生
　　　　　川崎医科大学附属病院　薬剤部　勝村　登美子　先生 『ＮＳＴ/ＩＣＴコラボレーション～薬剤師の取り組み～』
1、「血清アルブミン値よりみた入院患者の栄養評価」 　　　　新日鐵八幡記念病院　　薬剤部　　後藤　渉　　先生

　　　　岡山協立病院　検査技師・協立病院ＮＳＴスタッフ　佐藤　恭江　先生

2、「ソフト食の有用性に関する検討 （VFとミキサー食・キザミ食）」
　　　　介護老人保健施設　　ﾆｭｰｴﾙﾀﾞｰｾﾝﾀｰ　　管理栄養士　　佐藤　桂子　　先生
3、「総合病院水島協同病院のＮST活動の取り組み」
　　　　総合病院水島協同病院 　　管理栄養士　　小川　満子　　先生
4、「岡山中央病院のNST活動報告　( 栄養連携協議会を開催して )」
　　　　岡山中央病院　　管理栄養士　　三宅　由美子　　先生 
座　長　　岡山大学病院　　看護部　　部長　　山田　佐登美　　先生 座　長　　岡山大学　　理事・副学長　　清水　信義　　先生 
　　　　　　岡山大学病院　　臨床栄養部　　副部長　　坂本　八千代　　先生 『ハイレベルの栄養療法を実施してこそNST』
1、「当院におけるNST活動のアウトカム」 　　　　医療法人川崎病院　　外科総括部長　　井上　善文　　先生 
　　　　川崎医科大学附属病院　　栄養部　　遠藤　陽子　　先生 
2、「摂食・嚥下マイスター研修会の取り組み」
　　　　玉島第一病院　　看護師　　森元　真理江　　先生　 
要望演題
　　「PEGの管理　―　知りたい本当のところ　― 」 
　　　　岡山大学病院　　WOC認定看護師　　青井　美由紀　　先生 
座　長　　川崎医科大学附属病院　　栄養部　　河原　和枝　 先生 座　長　　川崎医科大学附属病院　　院長　　角田　司　　先生
　　　　　　川崎医科大学附属病院　　栄養部　　遠藤　陽子 　先生 『Immunonutrition　その可能性と問題点』
1、「入院時栄養スクリーニングの取り組みと今後の課題 」 　　　　防衛医科大学校　　防衛医学研究センター　　外傷研究部門　　准教授　　深柄　和彦　　先生
　　　　川崎医科大学附属病院　　看護師　　水畑　忍　　先生 
2、「岡山中央病院におけるNSTの取り組み（地域連携PEGパスとその運用状況」
　　　　岡山中央病院　　看護師　　池原　美紀　　先生
3、「超高齢者における経皮内視鏡的胃瘻造設術（PEG）のアウトカム」
　　　　津山中央病院　薬剤部　江草　太郎　先生
座　長　　倉敷中央病院　　腎臓内科　　福島　正樹 　先生 座　長　　倉敷中央病院　　腎臓内科　　主任部長　　福島　正樹　　先生
　　　　　　川崎医科大学附属病院　　看護部　　千田　美智子　 先生 『消化器外科領域における末梢静脈栄養の実際と問題点』
1、「当院NST活動のアウトカム」 　　　　大阪府立急性期・総合医療センター　　外科　　主任部長　　岩瀬　和裕　　先生
　　　　重井医学研究所附属病院　　看護師　　上村　美香子　　先生
2、「潰瘍性大腸炎に対する二期分割手術（回腸スマート閉鎖）に向けた管理の経験」
　　　　岡山西大寺病院　　栄養部　　管理栄養士　　冨士原　康代　　先生
3、「胃ろう栄養管理中、繰り返す嘔吐に有用だった消化態栄養剤投与の症例」
　　　　水島協同病院　　TCST（トータルケアサポートチーム）　　看護師　　土居　美代子　　先生
4、「癌終末期におけるドレナージとしてのPEGの活用法」
　　　　市立吉永病院　　外科　　梶谷　伸顕　　先生
5、「食形態の段階的アップにより、経鼻栄養から経口摂取可能となった１例 」
　　　　倉敷中央病院　　倉敷リバーサイド病院　　栄養治療室　　管理栄養士　　小川　裕子　　先生
座　長　　特定医療法人金田病院　　外科医長　　三村　卓司　　先生 座　長　　特定医療法人金田病院　　外科医長　　三村　卓司　　先生
　　　　　　前川崎医科大学附属病院　　副看護師長　　成清　英美子　　先生 『終末期がん患者における輸液・栄養療法～輸液ガイドラインを中心に～』
1、「外科の立場から～ガン診断時・術前から終末期までの栄養管理 　　　　淀川キリスト教病院　　ホスピス長　　池永　昌之　　先生
　　 ―地域連携,地域一体型NST構築に向けて― 」
　　　　備前市立吉永病院　　外科　　梶谷　伸顕　　先生 パネル・ディスカッション
2、「担癌患者におけるPEGの有用性の検討 」 座　長　　特定医療法人金田病院　　外科医長　　三村　卓司　　先生
　　　　津山中央病院　　内科部長　　平良　明彦　　先生
3、「緩和ケア病棟における栄養管理～皮下輸液の有用性～」
　　　　岡山済生会総合病院　　緩和ケア科医長　　石原　辰彦　　先生
4、「緩和ケア病棟における栄養療法の実際」
　　　　岡山済生会総合病院　　緩和ケア認定看護師　　大塚　千秋　　先生
5、「緩和ケアにおける経口摂取の問題　―管理栄養士としてできること―」
　　　　岡山大学病院　　臨床栄養部副部長　　坂本　八千代　　先生
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座　長　　津山中央病院　　内科部長　　平良　明彦　　先生 座　長　　津山中央病院　　内科部長　　平良　明彦　　先生
　　　　　　岡山大学病院　　看護部長　　保科　英子　　先生 『NSTと在宅医療～病診連携で支える栄養管理～』

　　　　鳥取赤十字病院　　医療社会事業部　　部長　　山代　豊　　先生
テーマ　「　　NSTのこれから　～NSTのアウトカムと教育を考える～ 　」

パネル・ディスカッション
1、「当院におけるNST教育活動について」 座　長　　津山中央病院　　内科部長　　平良　明彦　　先生
　　　　岡山中央病院　　看護部　　難波　文江　　先生 　　　　　　岡山大学病院　　看護部長　　保科　英子　　先生
2、「当院におけるNST専門療法士臨床研修をとおして」
　　　　川崎医科大学附属病院　　栄養部　　遠藤　陽子　　先生 
3、「当院のNST活動の現状」
　　　　倉敷中央病院　　栄養治療部　　広畑　順子　　先生
4、「NSTの立ち上げ　そして現在の運営状況」
　　　　光生病院　　栄養部　　土江　満智子　　先生
5、「津山中央病院NSTの現状、アウトカム」
　　　　津山中央病院　　薬剤部　　江草　太郎　　先生
6、「岡山大学病院NST専門療法士研修プログラム～口腔ケア実習の取り組みを中心に～」
　　　　岡山大学病院　　補綴科（クラウンブリッジ）　　縄稚　久美子　　先生
7、「経腸栄養管理における当院栄養サポートチーム（NST）の現状と今後の課題

　　　　　　　　栄養使用経験および下痢症状併発時の対策を中心に～」
　　　　岡山済生会総合病院　　消化器内科　　藤原　明子　　先生
8、「金田病院NSTのこれまでとこれから」
　　　　特定医療法人金田病院　　外科　　三村　卓司　　先生
9、「岡山療護センターにおけるNST」
　　　　岡山療護センター　　外科　　梶谷　伸顕　　先生
座　長　　岡山協立病院　　内科　　板野　靖雄　　先生 座　長　　岡山労災病院　　院長　　清水　信義　　先生
　　　　　　光生病院　　栄養部　　土江　満智子　　先生 『肝硬変の栄養管理』

　　　　岐阜大学大学院医学系研究科　　消化器病態学　　教授　　森脇　久隆　　先生
テーマ　「　　肝腎！要の栄養管理　　」

1、「生体肝移植における管理栄養士の関わり～栄養学的指標の推移～」
　　　　岡山大学病院　　臨床栄養部　　野口　絢子　　先生
2、「分岐鎖アミノ酸が肝疾患患者のエネルギー代謝に及ぼす影響」
　　　　川崎医科大学附属病院　　栄養部　　鈴木　淑子　　先生
3、「腎不全患者における嚥下食の取り組み」
　　　　しげい病院　　栄養管理部　　秋山　恭子　　先生
4、小野寺式のPNI（Prognostic nutritional index）の入院時栄養アセスメント項目への導入
　　　　岡山療護センター　　外科　　梶谷　伸顕　　先生
教育講演
座　長　　岡山協立病院　　内科　　板野　靖雄　　先生
　　「CKDと栄養管理」
　　　　倉敷中央病院　　腎臓内科　　主任部長　　福島　正樹　　先生

座　長　　津山中央病院　　内科　　平良　明彦　　先生 座　長　　岡山労災病院　　院長　　清水　信義　　先生

　　　　　　中国学園大学　　川上　祐子　　先生 『高度肥満症に対する外科的治療の現況と展望』
1、「地域密着型地方病院におけるNSTアセスメントとしての小野寺の栄養予後指数（第2報） 　　　　公立昭和病院　　院長　　上西　紀夫　　先生
　　　　備前市立吉永病院　　看護部　　池田　　訓子　　先生
2、「当院NSTアウトカムと栄養学的予後指数（PIN)の検討
　　　　津山中央病院　　薬剤部　　江草　太郎　　先生
3、「クローン病患者における血漿リン脂質脂肪酸組成の検討」
　　　　石川病院　　管理栄養士　　小野　晋平　　先生
4、「第1回鳥取・岡山合同合宿専門療法士研修会報告」
　　　　津山中央病院　　内科　　平良　明彦　　先生
教育講演
座　長　　岡山療護センター　　外科　　くらしき作陽大学　　客員教授　　梶谷　伸顕　　先生
　　「栄養療法の潮流　－ImmunonutritionからImmune Modulationへ－」
　　　　久留米大学　　外科学講座　　小児外科部門　　準教授　　田中　芳明　　先生

第14回
10年12月4日

第12回
09年12月5日

第13回
10年7月3日



ＮＳＴフォーラムin 岡山演題

座　長　　川崎医科大学附属病院　消化器外科　　平井　敏弘　　先生 座　長　　川崎医科大学附属病院　消化器外科　　平井　敏弘　　先生

　　　　　　川崎医科大学附属病院　栄養部　　　　　遠藤　陽子　先生 　　「脳卒中の栄養管理」
1、｢健常者とともに食べる、美味しいフルコース嚥下食の試作｣ 　　　　海老名総合病院附属海老名メディカルサポートセンター　脳神経サポート室　　三原　千惠　先生

　　　　赤磐医師会病院　　栄養科　　草谷　悦子　　先生
2、「HBO(高気圧酸素療法)における酸化ストレス｣
　　　　岡山療護センター　外科　　　　梶谷　伸顕　　先生
3、「中壮年男性における酸化ストレスの検討」
　　　　岡山県立大学　保健福祉学研究科　溝手　千賀子　　先生
4、「栄養食品(剤)の抗酸化力の検討」
　　　　岡山県立大学　栄養学科　　　　　　　冨岡　加代子　先生

座　長　　川崎医科大学附属病院　　食道胃腸内科　　　垂水　研一　先生 座　長　　川崎医科大学附属病院　食道胃腸内科　垂水　研一　先生

　　　　　　川崎医科大学附属病院　　　看護部　　　　　水畑　忍　　先生 　『クローン病における栄養療法の現状と将来　ー他治療との接点を中心にー』
1、｢摂食嚥下チームのマウスケアに対する取り組みと課題｣ 　　　　福岡大学筑紫病院　消化器内科　講師　平井　郁仁　先生
　　　　金田病院　    　嚥下チーム　　　　鈴木　浩美　先生
2、「脂肪酸交換表作成について｣
　　　　中国学園大学　　現代生活部　　　　川上　祐子　先生
3、「手術侵襲による活性酸素の変化と、術前エイコサペンタエン酸(EPA)投与の効果についての検討」

　　　　川崎医科大学　　消化器外科　　　　窪田　寿子　先生
4、「小規模病院における入院時栄養アセスメントとしてのＰＮＩ(Prognostic Nutritional Index)の選択　（第３報）」

　　　岡山療護センター　　外科　　　　　 梶谷　伸顕　先生　　

座　長　　岡山医療センター　  外科　　　内藤　稔　 先生 座　長　　岡山医療センター　外科　内藤　稔　先生

　　　　　　岡山大学病院　 　薬剤部　　　出石　通博　先生 　　『　消化器癌治療において体重減少を考える  －栄養はどこに効くか－　　　　　』
1、｢簡易懸濁法施行時にチューブ詰まりを起こす原因の解析｣ 公益財団法人がん研究会有明病院　消化器外科医長・栄養管理部長　比企　直樹　先生

　　　　姫路獨協大学　薬学部　　　 安　智美　先生
2、「遮光器具を用いた光に不安定な薬剤の含量減少の抑制について｣
　　　岡山大学大学院　医歯薬学総合研究科　救急薬学　　 座間味　義人　先生
3、「術前エイコサペンタエン酸投与による侵襲抑制効果の検討」
　　　　川崎医科大学　消化器外科　　窪田　寿子　先生
4、「当院の胃癌症例、GPS(Glasgow prognostic Score)の検討」
　　　　岡山医療センター　外科　　　 　　岡田　晃一郎　先生

座　長　　岡山労災病院　　　　　内科　　　永瀬　亮　　　先生 座　長　　岡山労災病院　内科　　永瀬　亮　先生

　　　　　　川崎医科大学附属病院　薬剤部　　勝村　登美子　先生 　　『糖尿病を伴う症例の栄養管理』
1、｢栄養の数字を伝えるチカラ～Ｅｘｃｅｌを使った栄養設計・提案支援～｣ 　　　　熊本第一病院　院長　　野上　哲史　先生
　　　　岡山大学病院　薬剤部　　平　健太郎　先生
2、「院内誤嚥性肺炎患者の栄養状態のまとめ｣
　　　　岡山協立病院　内科　　板野　靖雄　先生
3、「2型糖尿病患者の安静時代謝と体組成、身体活動量に関する検討」
　　　川崎医科大学附属病院　栄養部　　太田　弘子　先生
4、「持続血糖測定による経腸栄養剤の製剤間での血糖変化の検討」
　　　岡山労災病院　内科　　永瀬　亮　先生

第15回
11年7月2日

第16回
11年12月3日

第17回
12年7月14日

第18回
12年12月22日


