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プログラム 

9：00～9：05 開会の辞 

笠師 久美子（北海道医療大学 薬学部薬学教育推進講座） 

 

9：05～10：35 シンポジウム 「症例に学ぶ、多職種連携」 

座長： 佐々木賢一（市立室蘭総合病院 外科・消化器外科） 

                                   松田 和也（札幌共立五輪橋病院 薬剤科） 

 

1.  慢性腎臓病に対する栄養療法について～ 経腸栄養と高カロリー輸液療法 ～ 

医療法人渓仁会札幌西円山病院 診療部内科 

小村 博昭 

 

2.  慢性腎臓病に対する栄養療法（高カロリー輸液の症例） 

医療法人渓仁会手稲渓仁会病院 薬剤部 

小島 雅和 

 

3.  慢性腎臓病に対する栄養療法～管理栄養士の立場から 

独立行政法人地域医療機能推進機構北海道病院 栄養管理部 

富永 史子 

 

4.  高齢 CKD 患者に対する NST 看護師の役割 

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 

小林やよい 

 

5.  慢性腎臓病（CKD）の摂食嚥下障害 

独立行政法人地域医療機能推進機構北海道病院 リハビリテーション部 

城宝 深雪 

 

10：40～11：15 一般演題 1 「調査報告」 

座長： 澤田 篤史（北海道医療大学 リハビリテーション科学部） 

村松 博士（留萌市立病院 消化器内科） 

 

6.  『笑顔食』プロジェクト 入院患者～地域へ 

 動画配信による生活習慣病および低栄養予防、改善のためのアプローチ 

1 北海道大学病院 栄養管理部、 
2 北海道大学 産学・地域協働推進機構フード＆メディカルイノベーション推進本部、 
3 日立製作所、4 北海道大学大学院 薬学研究院、5 北海道大学大学院医学研究院 消化器内科 

〇安念 明里 1、池田 陽子 1、加藤 ちえ 1、坂田 優希 1、吉田 ゆか 1、西村 雅勝 1、熊谷 聡美 1、 

満薗久美子 2、吉野 正則 2,3、武田 宏司 4、坂本 直哉 1,5 
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7.  入院患者の経口摂取可否の割合について 

1 社会福祉法人北海道社会事業協会岩内病院、2 社会福祉法人北海道社会事業協会函館病院 

〇西谷  淳 1、山下 苗美 2 

 

8.  配膳方法の変更が嗜好調査・残菜量に与える影響について 

1 留萌市立病院 栄養管理科、2 留萌市立病院 リハビリテーション科、3 留萌市立病院 薬剤部、 
4 留萌市立病院 看護部、5 留萌市立病院 外科、6留萌市立病院 消化器内科、7 留萌市立病院 NST 

〇千葉 真司 1,7、横山 直矢 1,7、燕  瑞穂 1,7、櫻庭 知世 1,7、橋本るみ子 1、平澤 竜也 2,7、 

鷲見 宏樹 3,7、太田  充 4,7、星  智和 5,7、村松 博士 6,7 

 

9.  超高齢胆石症患者の経口摂取確立因子についての検討 

1JCHO 北海道病院 リハビリテーション科、2 JCHO 北海道病院 耳鼻咽喉科、 
3 JCHO 北海道病院 外科、4JCHO 北海道病院 NST 

〇城宝 深雪 1,4、難波 志奈 1,4、太田  亮 2,4、正村 裕紀 3,4 

 

10.  当院における中心静脈栄養患者に対する栄養指標・微量元素検査の現状 

1 札幌しらかば台病院 NST、2 札幌しらかば台病院 内科・消化器科、 
3 札幌しらかば台病院 脳神経内科 

〇小日向真澄 1、菊地 剛史 2、星  百美 1、松浦 洋介 3、津田 玲子 3、保月 隆良 1,3、久保 俊之 2、 

中村 浩子 2、見田 裕章 2、中村 正弘 2、安達 靖代 2、足立  靖 2、吉田 幸成 2、伴  紀宏 2、 

遠藤 高夫 2 

 

 

11：20～12：02 一般演題 2 「症例報告」 

座長： 七戸 俊明（北海道大学病院 消化器外科 II） 

早坂 敬明（北海道医療大学 薬学部実務薬学講座） 

 

11.  短腸症候群合併維持透析患者における水分、カリウムコントロールの検討 

（医）腎愛会だてクリニック 栄養科 

大里 寿江 

 

12.  短腸症候群患者に対して多職種連携で栄養改善した１症例 

1 医療法人渓仁会手稲渓仁会病院 栄養部、2 医療法人渓仁会手稲渓仁会病院 看護部、 
3 医療法人渓仁会手稲渓仁会病院 薬剤部、 
4 医療法人渓仁会手稲渓仁会病院 リハビリテーション部、 
5 医療法人渓仁会手稲渓仁会病院 臨床検査部、6 医療法人渓仁会手稲渓仁会病院 歯科口腔外科、 
7 医療法人渓仁会手稲渓仁会病院 外科 

〇佐藤 真鈴 1、田中 智美 1、岩沢健太郎 2、小島 雅和 3、木ノ下悠子 4、田島 茂樹 4、中静 久美 5、 

小森 美香 6、梅本 一史 7、中村 文隆 7 
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13.  空腸人工肛門造設症例に対して回腸瘻への腸液再注入を行った一例 

1 旭川医科大学 消化管外科、2 旭川医科大学 血管外科 

〇大谷 将秀 1、長谷川公治 1、堀川 大介 1、水上奨一朗 1、武田 智宏 1、大原みずほ 1、谷  誓良 1、 

北  健吾 1、庄中 達也 1、中津 知己 2、角  泰雄 1  

 

14.  積極的な栄養療法と早期リハが奏効した喘息合併 COPD 増悪の 1 例 

1 独立行政法人 JCHO 北海道病院 リハビリテーション部、 
2 札幌医科大学大学院医学研究科生体機能制御医学（集中治療医学）、 
3 独立行政法人 JCHO 北海道病院 栄養管理室・NST、 
4 独立行政法人 JCHO 北海道病院 呼吸器センター 

〇尾山 陽平 1,2、瀧川 博子 3、得能 理恵 3、長井  桂 4、巽  博臣 2、升田 好樹 2  

 

15. 外来チームの栄養サポートで完全経腸栄養開始 11 年目も経過良好な、大動脈食道瘻術後摂食障害の 1 例 

1 北海道大学大学院医学研究院 消化器外科学教室 II、2 北海道大学病院 栄養管理部、 
3 北海道大学病院 看護部、4 北海道大学病院 NST 

〇村上 壮一 1,4、七戸 俊明 1,4、田中 公貴 1,4、浅野 賢道 1,4、海老原裕磨 1、倉島  庸 1、 

中村  透 1,4、吉田 ゆか 2,4、熊谷 聡美 2,4、金山真紀子 3、川又万紗子 3、松岡由希子 3、 

安達 優子 3、平野  聡 1 

 

16. 腹腹腔鏡下スリーブ状胃切除術後4か月でリバウンドを経験した一例 

1 札幌医科大学附属病院 栄養管理センター、 
2 札幌医科大学医学部 消化器・総合、乳腺・内分泌外科学講座、 
3 札幌医科大学医学部 循環器・腎臓・代謝内分泌内科学講座 

〇白石沙耶可 1、伊東 竜哉 2、古橋 眞人 3、仲  詩織 1、末次  彩 1、石原 悦菜 1、茅原 悦子 1、 

信岡 隆幸 2  

 

 

12：10～13：10 基調講演  

「 ICU と NST をやってわかった栄養療法の重要性～Pre-nutrition 」 

座長： 信岡 隆幸（札幌医科大学 消化器・総合、乳腺・内分泌外科学講座） 

講師： 巽  博臣（札幌医科大学 集中治療医学） 

共催： 株式会社大塚製薬工場 

 

 

13：15～13：50 一般演題 3 「NST」 

                                      座長： 中村 誠志（札幌禎心会病院 消化器外科） 

                                           渡邉なつき（カレスサッポロ北光記念病院） 
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17.  NST 実習でのカンファレンス参加時期と栄養療法に対する意識調査 

1 北海道大学病院 薬剤部、2 北海道大学病院 NST 

〇巽  道代 1、片山 真育 1、渡辺 祐子 1、平井 志明 1、本田 愛子 1、七戸 俊明 2、武隈  洋 1、 

菅原  満 1 

 

18.  褥瘡 ～NST 介入症例報告 

1 医療法人社団慶友会吉田病院 栄養課、2 医療法人社団慶友会吉田病院 薬剤課、 
3 医療法人社団慶友会吉田病院 看護部、4 医療法人社団慶友会吉田病院 リハビリテーション課 
5 医療法人社団慶友会吉田病院 医局 

〇阿部 孝枝 1、吉松亜希子 2、森  千秋 3、及川 佳澄 4、山崎 弘貴 5、馬場 勝義 5 

 

19.  当院における栄養サポートチーム専門療法士（NST 専門療法士）臨床実地修練開催の経験と課題 

1 留萌市立病院 外科、2 留萌市立病院 NST、3 留萌市立病院 内科 

〇星  智和 1,2、千葉 真司 2、鷲見 宏樹 2、太田  充 2、平澤 竜也 2、村松 博士 2,3  

 

20.  NST における理学療法士の役割 

1 札幌医科大学附属病院 リハビリテーション部、2 札幌医科大学医学部 集中治療医学 

〇宮城島沙織 1、池田 祐真 1、清藤 恭貴 1、山口  亨 1、巽  博臣 2 

 

21.  早期栄養介入管理加算導入前後における ICU 入室後の栄養開始時間の比較 

1 札幌東徳洲会病院 栄養科、2 札幌東徳洲会病院 薬剤部、 
3 札幌東徳洲会病院 リハビリテーションセンター、4 札幌東徳洲会病院 看護部、 
5 札幌東徳洲会病院 救急センター、6 札幌東徳洲会病院 救急集中治療センター 

〇藤田 絵里 1、周東珠莉亜 1、伴   萌 2、熊坂雄一郎 2、佐藤 祐介 3、神﨑めぐみ 4、佐藤 洋祐 5、 

丸藤  哲 6 

 

 

13：55～14：55 教育セミナー  

「 モノからヒトへ～一歩踏み込んだ服薬支援～ 」 

座長： 笠師久美子（北海道医療大学 薬学部薬学教育推進講座） 

講師： 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） 

共催： 協和化学工業株式会社 

 

 

15：00～15：35 一般演題 4 「がん」 

座長： 岡本 智子（札幌保健医療大学 保健医療学部栄養学科） 

中村 文隆（手稲渓仁会病院 外科） 
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22.  進行食道癌に対し栄養管理を行った 2 症例報告 

1 市立室蘭総合病院 NST、2 市立室蘭総合病院 栄養科 

〇早坂ゆかり 1,2、関川 由美 1,2、平岡 彩子 1,2、林  元子 1,2、星野 裕子 1,2、城前有紀乃 1,2、 

浅野由美子 1、古内久美子 1、吉田 倫子 1、横田 奏平 1、前田有一郎 1、宇野 智子 1、小野寺 馨 1、 

佐々木賢一 1  

 

23.  多職種でのチーム活動により栄養状態の改善が得られた甲状腺癌の一例 

1JR 札幌病院 栄養管理室、2JR 札幌病院 消化器内科、3JR 札幌病院 歯科口腔外科、 
4JR 札幌病院 看護部、5JR 札幌病院 薬剤科、6JR 札幌病院 リハビリ室、 
7JR 札幌病院 臨床検査室、8JR 札幌病院 NST、9JR 札幌病院 摂食嚥下チーム、 
10JR 札幌病院 緩和ケアチーム、11JR 札幌病院 褥瘡チーム 

〇谷口香奈子 1,8、安達 雄哉 2,8、北川 栄二 3,8,9、鈴木 彩香 1,11、奥村紀美恵 4,8,11、工藤 育恵 6,8、 

池畑 和浩 5,8、外山 智貴 7,8、佐藤奈緒美 4,10  

 

24.  早期からの栄養介入により根治的放射線治療を完遂できた高齢女性の 1 症例 

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 NST 

〇石原 悦菜 1,2、茅原 悦子 1、白石沙耶可 1,2、石崎 千順 2、川村 明子 2、大原 雄希 2、水野 愛理 2、 

伊東 竜也 2、秋月 恵美 2、井山  諭 2、原田 敬介 2、信岡 隆幸 2 

 

25.  高齢者胃癌症例における術前 CONUT 値の予後指標としての有用性 

1 札幌医科大学 消化器・総合、乳腺・内分泌外科、2 札幌医科大学 集中治療医学 

〇伊東 竜哉 1、信岡 隆幸 1、三浦  亮 1、秋月 恵美 1、巽  博臣 2、竹政伊知朗 1  

 

26.  造血幹細胞移植における体重変化の推移について 

1 北海道大学病院 栄養管理部、 
2 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講座、 
3 北海道大学病院 血液内科 

〇池田 陽子 1、熊谷 聡美 1、松下 貴惠 2、後藤 秀樹 3 

 

 

15：40～16：01 一般演題 5 「COVID-19」 

                       座長： 近江 令司（総合病院釧路赤十字病院 薬剤部） 

原田 敬介（札幌医科大学附属病院 高度救命救急センター） 

 

27.  新型コロナウイルス感染症患者の重篤度分類を用いた栄養評価のメタ解析 

北海道医療大学 薬学部実務薬学講座実務薬学教育研究 

〇早坂 敬明、佐々木 樹、菅原 隆希 
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28.  重症 COVID-19 に対する人工呼吸器装着下で経口摂取が可能となった症例 

1 札幌医科大学附属病院 リハビリテーション部、2 札幌医科大学医学部 集中治療医学、 
3 札幌医科大学医学部 救急医学講座、4 札幌医科大学附属病院 看護部、 
5 札幌医科大学医学部 リハビリテーション医学講座 

〇黒川  翔 1、巽  博臣 2、清藤 恭貴 1、若松 千裕 1、宮城島沙織 1、原田 敬介 3、髙橋科那子 3、 

船水 良太 4、石合 純夫 5 

 

29.  COVID-19 における予後と栄養指標の関係 

1 医療法人社団洞仁会洞爺温泉病院 NST、2 医療法人社団洞仁会洞爺温泉病院 診療部 

〇山浦 由紀 1、浅利亜由美 1、水谷 一寿 1、増田 広江 1、橋本 美紀 1、塚原 夏輝 1 青木 美薫 1、 

上田  修 1,2、渡久山 晃 1,2、中谷 玲二 2 

 

 

16：01～16：05 次期大会長挨拶 

藤本 篤士（医療法人渓仁会札幌西円山病院 歯科） 

 

16：05～16：10 閉会の挨拶 

笠師 久美子（北海道医療大学 薬学部薬学教育推進講座） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











「効能・効果」、「用法・用量」、禁忌を含む「使用上の注意」等
については製品添付文書をご参照ください。




