プログラム
開会のご挨拶
比企

9:30 ～ 9:35

直樹
第 12 回日本臨床栄養代謝学会

首都圏支部会

学術集会

会長

大会長講演

14:40 ～ 15:20
座長：小西

敏郎（東京医療保健大学）

疑問はいつもベッドサイドに
比企

直樹（第 12 回日本臨床栄養代謝学会 首都圏支部会 学術集会 会長）

特別講演

15:30 ～ 16:15
座長：比企

直樹（第 12 回日本臨床栄養代謝学会 首都圏支部会 学術集会 会長）

栄養士が働きながら学べる開かれた大学院
小西

敏郎（東京医療保健大学）

教育講演 1

10:40 ～ 11:30
座長：丸山

道生（医療法人財団緑秀会 田無病院）

胃癌術後の体重および筋肉減少の臨床的意義
青山

徹（横浜市立大学 外科治療学）

教育講演 2

11:40 ～ 12:30
座長：熊谷

厚志（公益財団法人がん研究会有明病院 胃外科／栄養管理部）

胃切除後障害の特徴と克服に向けた取り組み
中田

浩二（東京慈恵会医科大学附属第三病院 臨床検査医学）

共催セミナー1

12:40 ～ 13:40
座長：福島

亮治（帝京大学医学部外科学講座）

上部消化管がん治療における栄養療法・抗炎症治療の重要性
～グレリン補充療法が果たす役割～
宮崎

安弘（大阪急性期・総合医療センター 消化器外科）

共催：株式会社大塚製薬工場

共催セミナー2

12:40 ～ 13:40
座長：鍋谷

圭宏（千葉県がんセンター）

胃切除後低血糖を考える
〜持続血糖測定（CGM）システムと PGSAS スタディから分かったこと〜
窪田

健（京都府立医科大学）

共催：アボットジャパン合同会社

共催セミナー3

16:25 ～ 17:25
座長：峯

真司（順天堂大学医学部附属順天堂医院 食道・胃外科）

Patients journey に寄り添った栄養管理を目指して
堤

理恵（徳島大学 大学院医歯薬学研究部）

共催：テルモ株式会社

共催セミナー4

16:25 ～ 17:25
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）

消化器癌術後サルコペニアを防ぐ New Normal
井田

智（公益財団法人がん研究会有明病院 胃外科・栄養管理部）

共催：EA ファーマ株式会社

一般演題口演 1 『がん患者と緩和ケア病棟を支える栄養の力』
座長：丸山
菅野
関根

道生（医療法人財団緑秀会 田無病院）

丈夫（神奈川工科大学 健康医療科学部）

里恵（東京大学医学部附属病院 病態栄養治療部）

1-1

胃全摘術後体重減少に対する腸瘻造設術の有用性

1-2

胃癌悪性輸入脚閉塞症に対する経口摂取を可能とする緩和医療：
内視鏡的自己拡張型金属ステント留置術（2-step 法）

大橋

竹内

9:40 ～ 10:30

拓馬（京都府立医科大学 外科学教室 消化器外科学部門）

弘久（杏林大学 消化器・一般外科学）

1-3

がん専門病院における緩和治療病棟退院時の食事に関する調査

1-4

胃切除が糖尿病患者に与える影響についての持続血糖測定システムを用いた検討

1-5

スマホアプリによる胃癌術後患者の食生活調査と栄養指導への活用

松下亜由子（公益財団法人がん研究会有明病院 栄養管理部／ NST）
弓場上将之（京都府立医科大学附属病院 消化器外科学教室）
本多

通孝（福島県立医科大学 低侵襲腫瘍制御学）

一般演題口演 2 『ICU・救急病棟を支える栄養の力』
座長：池田
高坂

9:40 ～ 10:30

尚人（昭和大学江東豊洲病院 脳神経外科）

聡（東京医科大学 八王子医療センター薬剤部）

川畑亜加里（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）

2-1

CORTRAK*2 を用いて経腸栄養チューブを十二指腸に留置した症例の検討

2-2

新型コロナウイルス感染症による重症呼吸不全の治療において経腸栄養の小腸投与が
有用であった 1 例

鈴木

大聡（東京都立多摩総合医療センター 救命救急センター）

太田江梨花（北里大学病院 救命救急・災害医療センターICU）

2-3

重症患者におけるタンパク質投与量と身体活動性の後方視的検討

2-4

重症救急患者の入院時栄養評価と間接熱量測定の有用性

2-5

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

深沢佐恵子（北里大学病院 栄養部／東京医療保健大学大学院）
遠藤

山下

成子（北里大学病院 栄養部）

紗季（国立研究開発法人国立国際医療研究センター 栄養サポートチーム）

一般演題口演 3 『摂食嚥下障害患者を支える栄養の力』
座長：石井
熊谷

10:40 ～ 11:30

良昌（海老名総合病院 歯科・歯科口腔外科）

直子（横浜市立大学 市民総合医療センター 栄養部）

3-1

回復期リハビリテーション病院における意識障害・摂食嚥下障害に対するアプローチ

3-2

急性期脳卒中症例における経鼻経管栄養から経口栄養への移行に関連する因子の検討

3-3

演題取下げ

3-4

経腸栄養管理下の脳血管障害患者におけるアウトカム評価の実態

3-5

頭頸部癌化学放射線療法（CCRT）施行患者における放射線性皮膚炎・粘膜炎の重症度と
栄養状態の関係

小野まゆみ（医療法人社団 葵会 AOI 七沢リハビリテーション病院 栄養科）
立原

柏木

川名

文代（茨城県立中央病院

栄養管理科）

孝則（医療法人社団 葵会 AOI 七沢リハビリテーション病院 リハビリテーション部）

加織（公益財団法人がん研究会有明病院 栄養管理部）

一般演題口演 4 『外科系病棟を支える栄養の力』
座長：長浜

片岡

11:40 ～ 12:30

雄志（国家公務員共済組合連合会 九段坂病院 外科）

祐一（北里大学医学部 救命救急医学）

4-1

食道癌治療前後における MCV 値とプレアルブミン値の変化

4-2

胃癌周術期管理における W-ED®tube の有用性：噴門狭窄および縫合不全症例における
使用経験

小澤

松井

4-3

貴臣（国立国際医療研究センター病院 外科）

智啓（済生会滋賀県病院 外科）

地域の二次救急病院での胃癌症例における胃切除術 1 年後の Controlling Nutrition Status 値
に関連する因子の探索的検討
石川

侑（公立福生病院 栄養サポートチーム 栄養科）

4-4

術後血糖変動を考慮した最適な幽門側胃切除後再建法

4-5

生体電気インピーダンス法により測定される体幹脂肪量と，胃切除術の術後合併症の関係

庄田

勝俊（京都府立医科大学 消化器外科／山梨大学 第一外科）

塩見真一郎（東京大学医学部附属病院 胃食道外科）

一般演題口演 5 『NST がベッドサイドに与える栄養の力』
座長：望月

高増
樋島

14:00 ～ 14:40

弘彦（相模女子大学大学院栄養科学部 管理栄養学科）
哲也（地方独立行政法人 神奈川県立病院機構
神奈川県立こども医療センター

アレルギー科）

学（医療法人社団和光会 総合川崎臨港病院 薬剤部）

5-1

膀胱がん術前化学療法中の栄養状態の推移

5-2

ミトコンドリア病に合併した上腸間膜動脈（SMA）症候群を寛解に導いた栄養療法の一例

5-3

低亜鉛血症治療剤の使用実態調査

5-4

KT バランスチャートを活用した多職種連携の取り組み

石井

美鈴（公益財団法人がん研究会有明病院 栄養管理部）

菊池奈穂子（北里大学病院 栄養部）
萩野
山岸

茜（公益財団法人がん研究会有明病院 薬剤部）

広奈（公益財団法人老年病研究所附属病院 栄養課）

一般演題口演 6 『ベッドサイドへつながる栄養の基礎研究』
座長：安藤

千葉
林

亮一（清湘会東砂病院）

正博（昭和大学 薬学部 臨床薬学講座 臨床栄養代謝学部門）
宏行（日本大学 薬学部薬物治療学教室）

6-1

膠原病科における ALB 値と CRP 値の解析

6-2

健常成人における各味覚検査の精度と相同性および食生活との関連

長岡すみか（東邦大学医療センター大森病院 栄養治療センター／臨床検査部）
髙士

14:10 ～ 14:30

友恵（徳島大学大学院 医歯薬研究部 代謝栄養学分野）

一般演題ポスター
ポスター 1
ポスター 2
ポスター 3
ポスター 4
ポスター 5

9:00 ～ 17:55

がん専門病院 ICU における緊急入室患者の経腸栄養開始時期についての実態調査

高木

文（公益財団法人がん研究会有明病院 看護部）

がん患者に寄り添う食事支援について

石毛

瞳（IMS グループ横浜旭中央総合病院 栄養科）

口腔がん術後の四肢骨格筋量の推移と摂食嚥下機能および栄養摂取状況の関連

森谷

順子（日本歯科大学附属病院 栄養管理室）

腹腔鏡下胃・大腸癌手術における術前減量プログラムは短期成績改善に寄与する

吉川

幸造（徳島大学 消化器移植外科）

入院患者の栄養介入目的の達成に影響した栄養介入内容の検討

菅沼

志保（裾野赤十字病院 医療技術部 栄養課）

ポスター 6 N
 ST 専従要件の緩和はどのような変化をもたらしたか
―当院の NST 加算件数と運用の変化―
佐野真由子（社会医療法人財団 石心会 川崎幸病院 栄養科）

支部会報告
鷲澤

13:50 ～ 14:00
尚宏（東邦大学医療センター大森病院 栄養治療センター）

優秀演題賞表彰式
関根

17:35 ～ 17:45

里恵（東京大学医学部附属病院 病態栄養治療部）

次大会長のご挨拶
千葉

17:45 ～ 17:50

正博（昭和大学病院 小児外科）

閉会のご挨拶
比企

17:50 ～ 17:55

直樹
第 12 回日本臨床栄養代謝学会

首都圏支部会

学術集会

会長

