
第 5 回 日本静脈経腸栄養学会 九州支部学術集会 

日時：2013 年 9 月 28 日（土） 

会場：JR HAKATA CITY「JR 九州ホール 9F」 

当番世話人：白尾一定（社会保険宮崎江南病院 外科） 

09:30 - 09:35 開会の辞 

当番世話人：宮崎江南病院 副院長 白尾一定 

09:35 - 10:25 教育セミナー1（50 分） 

座長：佐賀県医療センター好生館 外科部長 佐藤清治 

 

「周術期早期回復プログラムの本邦における現状と今後の課題について」 

演者：久留米大学医療センター外科 石橋生哉 

10:25 - 11:15 教育セミナー2（50 分） 

座長：製鉄記念八幡病院 救急・集中治療部部長 海塚安郎 

 

「栄養と薬物動態の関わりを科学的に考える」 

演者：九州保健福祉大学大学院医療薬学研究科・薬学部薬学科 教授 鈴木彰人 

11:15 - 11:45 休憩（世話人会 / 30 分） 

11:45 - 12:35 ランチョンセミナー（50 分） 

座長：久留米大学医学部附属病院医療安全管理部 教授 田中芳明 

 

「臨床栄養の重要性について」 

演者：宮崎江南病院 副院長 白尾一定 

12:35 - 13:25 一般演題Ⅰ（7 分×7 題 / 50 分） 

座長：久留米大学小児外科 七種伸行  

【一般演題 1】 

「急性期小規模病院における栄養サポートチーム（NST）の活動に関するアン

ケート調査」 

医療法人 松風海 内藤病院 薬剤部 1)、栄養部 2)、消化器外科 3) 

林田諭 1)、阿比留冴香 2)、江里口直文 3)、内藤壽則 3) 

【一般演題 2】 

「簡易栄養状態評価表（MNA）を導入した栄養スクリーニング法の検討」 

社会保険宮崎江南病院 NST 



武田朋子、白尾一定、松尾剛志 、本吉佳世 、吉田祥子 

【一般演題 3】 

「地域 NST の一つの形 口腔ケア指導の効果」 

玉名地域保健医療センター 医療連携室 1)、内科 2)、摂食嚥下栄養療法部 3)、

リハビリテーション科 4)、外科 5) 

榎本淳子 1)、前田圭介 2)3)、西田成信 3)、峠和馬 4)、赤木純児 5) 

【一般演題 4】 

「当院における管理栄養士の役割と活動内容報告」 

医療法人 おもと会 大浜第一病院 診療技術部 栄養給食科 

富田仁美、本村絵里 

【一般演題 5】 

「小児に対する術前経口補水療法（PORT）の実際」 

雪の聖母会聖マリア病院 小児外科，＊同麻酔科 

靍知光、豊原貴之、板垣有亮、田中宏明、朝川貴博、＊吉野淳 

【一般演題 6】 

「Refeeding Syndrome を発症した患者を通して見えてくる NST 活動内容と

課題」 

佐賀大学医学部付属病院 看護部 集中治療室 

福田景子、田篭康洋、内田順子 

【一般演題 7】 

「人工呼吸器管理から自宅退院となった一症例を通して 

 ～ゴールを見据えた栄養管理の重要性について～」 

地方独立行政法人 筑後市立病院 NST 看護部 1)、栄養管理室 2)、薬剤部 3)、

外科 4) 

山口智美 1)、古川美香 1)、鈴木光世 2)、野田菜穂美 2)、山浦泰代 2)、合戸将

利 3)、松尾英生 4) 

13:25 - 14:15 一般演題Ⅱ（7 分×7 題 / 50 分） 

座長：潤和会記念病院外科部長 佛坂正幸  

【一般演題 8】 

「GPS 分類での栄養評価の有用性の検討 

 ～食道がん患者の GPS と化学療法成功割合の検討～」 

久留米大学病院看護部 1)、久留米大学医学部外科学講座 2) 

久米由季、井樋涼子、冨野真美、木下貴子、中尾真子、高松むつ子 1)、的野吾

2) 

【一般演題 9】 

「胃癌術後の生体構成成分変化の検討」 

久留米大学医療センター外科、久留米大学医学部外科*、聖マリア病院外科** 



三原勇太郎、石橋生哉、今泉拓也**、孝富士喜久生*、白水和雄*、緒方裕 

【一般演題 10】 

「頭頸部放射線治療をうける患者の栄養管理」 

久留米大学病院 看護部 1)、社会保険田川病院 歯科口腔外科 2) 小宮ゆい 1)、

財津昌子 1)、高野雅代 2) 

【一般演題 11】 

「高齢肺炎入院患者 141 名の ADL、栄養状態と予後に関する解析」 

姫野病院 看護部 1)、姫野病院 糖尿病・腎臓内科 2)、姫野病院 栄養科 3)、姫

野病院 リハビリテーション部 4)、姫野病院 薬剤部 5) 

塩山美保 1)、梶山ヒトミ 1)、姫野亜紀裕 2)、上野愛果 3)、松山由香里 3)、林

靖洋 4)、越智沙織 4)、西村潤也 4)、吉岡綾 5) 

【一般演題 12】 

「PEG-J からの経管栄養中に発症した合併症の経験」 

唐津東松浦医師会医療センター 診療部 

仲池隆史、宮崎律子、大神英一、加藤和彦、吉冨聰一、原田実根 

【一般演題 13】 

「経口摂取にて在宅復帰し得た舌癌術後症例」 

熊本第一病院 宮川佳代、藤田和彦、鳴滝彩乃、野上哲史 

【一般演題 14】 

「術後消化管縫合不全および創離開の創傷治癒にアバンド TM 投与を含めた

NST 介入が有効であった一例」 

佐賀大学医学部附属病院 NST 班 

前間真弓、林章浩、池田弘典、皆良田貴之、椛島久美子、田籠康洋、黒岩智子、

浦方真紀子、板村裕子、朝長元輔、井手康史、井手貴雄、宮﨑耕治、水田敏彦 

14:15 - 14:35 休憩 （20 分） 

14:35 - 15:25 教育セミナー3（50 分） 

座長：社会保険田川病院 外科 貝原淳 

 

「当院における摂食・嚥下機能評価とリハビリテーションの実際」 

演者：藤田保健衛生大学病院 摂食・嚥下障害看護 認定看護師 三鬼達人 

15:25 - 16:15 教育セミナー4（50 分） 

座長：鹿児島大学 理事 高松英夫 

 

「若々しく生きるための食事、栄養 ～機能性成分の医療応用～」 

演者：久留米大学医学部附属病院医療安全管理部 教授 田中芳明 

16:15 - 16:25 閉会の辞 

当番世話人：宮崎江南病院 副院長 白尾一定 

 



「第 5回日本静脈経腸栄養学会九州支部学術集会」を終えて 

平成 25 年 9 月 28 日（土）第 5 回日本静脈経腸栄養学会九州支部会を JR 博多ビル内 JR 九州ホールにて開催しました。

参加者は 620 名（医師 28 名、薬剤師 92 名、栄養士 219 名、看護師 199 名、臨床検査技師 10 名、言語聴覚士 15 名、

作業療法士 4 名、歯科医師 1 名、歯科衛生士 3 名など）で、盛大に開催できたことを大変嬉しく思います。今回のテー

マは「コメディカルの教育を重点に幅広い栄養知識を共有する」こととし、教育セミナーを 4 題、ランチョンセミナーを

企画しました。教育セミナー①は、久留米大学医療センター外科の石橋生哉先生に「周術期早期回復プログラムの本邦に

おける現状と今後の課題について」講演して頂きました。ERAS や ESSENSE は、チーム医療で患者の満足感を伴うもの

で、全ての要素を完璧に行う必要はなく、さらなる日本のエビデンスが必要と述べられました。教育セミナー②は、九州

保健福祉大学の鈴木彰人先生が「栄養と薬物の関わりを科学的に考える」の講演で、薬物動態から、胃内容排出速度

（GER）、薬物の吸収速度、生体内での代謝の関連から栄養の吸収について詳しく説明されました。教育セミナー③は藤

田保健衛生大学摂食嚥下認定看護師の三鬼達人先生が、「当院における摂食・嚥下機能評価とリハビリテーションの実

際」について、嚥下のアセスメントから嚥下訓練のポイントを実際の映像を交えながら詳しく説明して頂きました。教育

セミナー④は、久留米大学の田中芳明先生には「若々しく生きるための食事、栄養～機能性成分の医療応用」について、

免疫能を保つ意味から腸内細菌叢の重要性、酪酸、グアガーム、グルタミン、オルニチン、カテキンの効果などを説明し

て頂きました。一般演題は、14 題でした。各発表者が施設における栄養管理の有用性、NST 活動、NST が有効であった

症例などを発表して頂きました。ランチョンセミナーは、小生が「臨床栄養の重要性」について、栄養の意義として生命

力を保つために栄養は源であること、高齢者には栄養と ADL の維持が必要、周術期栄養管理特に免疫賦活栄養剤につい

て説明しました。協賛の株式会社明治様には御礼申し上げます。 

演者や座長の先生方の御陰を持ちまして時間どおりに遂行することができました。有難うございました。土曜日の晴天の

中、栄養の勉強に一日中没頭して頂いた参加者の皆様に感謝します。今回学んだ栄養の知識を患者様のために活用して頂

き、栄養療法の大切さが病院全体に広がることを期待します。最後に、田中会長を始め九州支部会事務局にこの場を借り

て御礼申し上げます。次回は、平成 26 年 10 月 18 日（土）に佐賀県医療センター好生館の佐藤清治先生が第 6 回を開

催されます。皆様のご参加を宜しくお願いします。 

  

第 5 回日本静脈経腸栄養学会九州支部学術集会 

当番世話人 社会保険宮崎江南病院 副院長 白尾一定 


