第 13 回

日本健康･栄養システム学会

メインテーマ：臨床栄養システムの再構築
大会長

◆日程

小山秀夫（兵庫県立大学大学院

平成 25 年 5 月 18 日（土）10:00～19:10
5 月 19 日（日）9:30～16:45

◆会場

教授）

(受付 9:30)
（開場 9:00）

兵庫県立大学学園都市キャンパス 三木記念講堂
〒651-2197 神戸市西区学園西町 8 丁目２－１

http://www.biz.u-hyogo.ac.jp/access/access.
http://www.u-hyogo.ac.jp/access/campus02.html
◆参加費 学会員 (研究交流会参加費込み)：1 万円 学生参加費 8 千円
◆ 受付方法
１．事前申込の方 ｢事前参加受付｣にてお名前をお知らせください。
２．当日申込の方 ｢当日参加受付｣にて参加費を納入ください。
◆ 座長の皆様
15 分前までに会場にてご待機願います。
◆ 講演・シンポジスとの皆様へ
データを USB メモリーにいれてお持ちいただき、会場壇上に設置した Windows７の Microsoft
Office Power Point

2007,2010 のスライドをノート型パソコンと液晶プロジェクターで表示す

る形式にて行います。動画をご使用の方は、ご自身の PC をお持ち込みください。演題上にはレザー
ポンターを用意いたします。演題上のキーボード、マウスを使い、発表者がご自身で操作してくだ
さい。
◆ ポスター発表の皆様へ
ポスター発表を三木記念講堂において開催いたします。
(1) ポスターの作成について
ポスター展示用スペースは 1 演題あたり、横 90cm ×縦 140cm です。
ただし、左上部の 20cm ×20cm は、演題番号貼付（学会事務局で貼付）のため空けて、発表者
は、20cm×70cm（およそでよい）に演題、発表者、共同発表者名、所属を記載した紙を用意し
て、この演題番号の隣に貼ってください。
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(2) 備品等について
ポスター展示用のテープなどは学会事務局で用意します。
(3) 展示予定期間について
ポスター貼付日時：5 月 18 日（土）12：00～
ポスター撤去日時：5 月 19 日（日）14：30～15：30
発表者の説明時間：5 月 19 日(日) 9:30～10:00
※各発表者は、説明時間に夫々のポスターの前に立って、説明や質問対応をお願いします。
＊多くの方に発表を見ていただけますように早めのポスター掲示をお願いします。
＊ポスターは時間内に各自で撤去を行ってください。
＊撤去時間を過ぎても掲示のある場合は、大会事務局の責任で撤去・廃棄しますので、
＊ ご了承ください
◆ 臨床栄養師授与式
平成 25 年５月 19 日(日) 12:30～13:30 に開催いたしますので、認定を受ける方は、
10 分前までに、
会場の指定の椅子にご着席ください。
◆ 第 3 回医療マネジメント・セミナ－
平成２５年５月１８日（土）の１３時から１７時３０分は兵庫県立大学経営研究科の
「第３回医療マネジメント・セミナー（その１）」（一般公開シンポジウム）と共催となります
◆ 交流会
平成 25 年 5 月 18 日(土) 17:45～19:10 学生食堂にて開催いたします。
◆ 会場までのアクセス
会場案内図をご覧ください。
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会場周辺図
キャンパスアクセスマップ

・神戸市営地下鉄 学園都市駅下車 徒歩約 10 分
キャンパス内地図
大会会場
三木記念講堂
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第 13 回日本健康･栄養システム学会 プログラム
第 1 日 平成２５年５月１８日（土）
９:３０ 受付開始
１０：００ 開会式
理事長挨拶 板倉弘重 日本健康・栄養システム学会理事長
大会長挨拶 小山秀夫 第 13 回日本健康・栄養システム学会 大会長
１０：１０ 教育講演
臨床栄養学の現段階
板倉弘重 日本健康・栄養システム学会理事長
座長

加藤昌彦 日本健康・栄養システム学会副理事長
椙山女学園大学教授

１１：１０ 日本健康・栄養システム学会評議員会・総会
１２：００ 休憩

臨床栄養師会総会 本部棟 2F 会議室で行います。

１３：００ 大会長講演
臨床栄養システムの再構築
小山秀夫 日本健康・栄養システム学会事務局長
兵庫県立大学大学院経営研究科医療マネジメントコース教授
１４：１０ シンポジウム１：医療機関の臨床栄養システムの現状と課題
座長 大谷幸子
野本尚子

本学会理事 淀川キリスト教病院栄養管理課長
本学会監事 千葉大学医学部附属病院臨床栄養部副部長

S1-01 チーム医療・地域連携での管理栄養士の役割～管理栄養士のできることあれこれ～
渡邊善利 公立八鹿病院 医療技術部 栄養管理科技師長
S1-02 当院における Nutrition Support の現状と課題
高瀬綾子 公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院 栄養治療部室長
S1-03 医療機関の臨床栄養システムの現状と課題
西村智子 社会医療法人若弘会 若草第一病院 医療技術部 栄養課長
１６：１０ 休憩
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１６：２０ 招待講演
慢性期医療における栄養管理サービスの課題
武久洋三 社団法人日本慢性期医療協会会長
座長 竹田 秀 本学会副理事長：竹田健康財団理事長
１７：４０ 研究交流会（学生食堂）

１９：１０ 終了予定
★平成２５年５月１８日（土曜日）の１３時から１７時３０分は兵庫県立大学経営研究科「第３回医療
マネジメント・セミナー（その１）」（一般公開シンポジウム）と共催。
第 2 日 平成２５年５月１９日（日）
９:００
９：３０

受付開始
一般演題 ポスター

１０：００ シンポジウム ２：臨床栄養教育システムの現状と課題
座長 加藤昌彦 本学会副理事長：椙山女学園大学教授）
田中 明

本学会理事：女子栄養大学教授

S2-01 管理栄養士養成教育課程と卒後教育に関する研究 ―これでいいのか日本の病院管理栄養士―
山東勤弥 本学会理事
大阪樟蔭女子大学大学院人間科学研究科 人間栄養学専攻教授
S2-02 女子栄養大学 栄養クリニックでの卒後研修プログラム
蒲池桂子 女子栄養大学 栄養クリニック 教授
S2-03

急性期医療における臨床栄養教育の現状とその課題
藤谷朝実 社会福祉法人済生会横浜東部病院栄養部

S2-04

訪問栄養食事指導における臨床栄養教育システムの現状と課題
髙﨑美幸

本学会理事 鶴巻温泉病院栄養サポート室

１２：００ 休憩
１２：３０ 臨床栄養師授与式
１３：３０ 特別講演

臨床栄養システムの課題（基調講演）

三浦公嗣 厚生労働省技術総活審議官
座長 小山秀夫 本学会事務局長
兵庫県立大学大学院経営研究科医療マネジメントコース教授
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１４：１０ シンポジウム３：地域の栄養システムの現状と課題
座長 杉山みち子 本学会理事：神奈川県立保健福祉大学教授
野地 有子 本学会理事：千葉大学大学院看護研究科教授
S3-01 「管理栄養士による居宅療養管理指導」に関する横断的調査結果について
榎 裕美 愛知淑徳大学准教授
S3-02 居宅療養管理指導事例のインタビュー調査からの現状と課題
野地有子 千葉大学大学院看護学研究科教授
S3-03 当院の居宅療養管理指導における取組事例
足立貞子 公立八鹿病院 医療技術部 栄養管理科
S3-04 高齢者を対象とした配食サービスの状況と課題
高田和子 （独）国立健康・栄養研究所室長
１６：３０ 研究会総括
１６：４５ 閉会
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一般演題 ポスタ－
P-01 総合的栄養ケアマネージメントシステム構築の試みー第２報
齊藤雅也 1）、植松孝広１）、林詩織２）、宇佐美千恵子３）、三輪小百合４）、佐藤恵彦５）、
酒向幸６）、亀山泰信７）、山中ひろみ８）
医療法人香徳会 関中央病院 内科 1）、栄養科２）、リハビリ科３）、臨床心理士４）、
検査科５）、薬剤科６）、医療安全部７）、看護部８）
P-02 栄養サポートチームの構築と成果
増田好恵1)

栄養科1) 元木由美 大塚達也 山本美代子 藤坂輝代

柳本麻里 榎本卓也 久次米佐和子 前京子 博愛記念病院
P-03 胃瘻造設後、中心静脈栄養を中止できた一症例
菊池理江１）菅野千治２）西村美和３）阿部哲男４）藤岡綾乃 5）中村武典 6）
医療法人社団帰厚堂单昌病院 NST 栄養管理科１）消化器外科２）看護科３）
リハビリテーション科４）薬剤科 5）医事課 5）
P-04 湘单長寿園病院の摂食・嚥下システム再構築について
瀬戸 静子 1)、松川 フレディ 2）、八鍬 秀之 2)、前田 美恵子 3)、
田脇 里奈 3)、加藤 るみ子 3)、山田 美香 4)、西上 郁子 1)、渡邉 信幸 5)
医療法人社団湘单シルバーサポート湘单長寿園病院 栄養室 1)、内科 2)、看護部 3)、理学療
法室 4) 、医事課 5）
P-05 段階的な食事形態のカリウム含量を実測した取り組み
苅部康子 社会福祉法人 親善福祉協会 リハパーク舞岡
P-06 特別養護老人ホームまごころ館大和東における摂食嚥下困難な高齢者に対する経口維持体制づく
りとその取組み管理栄養士
長谷川 未帆子 特別養護老人ホームまごころ館大和東
P-07 介護保険施設の栄養ケア・マネジメントにおける管理栄養士の取り組み、多職種協働実践の自己
評価と高齢者の食事摂取量改善との関係
新出まなみ 1），杉山みち子 1），境田佳奈 1），二宮彩 1），太田貞司 2）、梶井文子 3），大原里子 4）
高田健人 5），吉池信男 5） .神奈川県立保健福祉大学 1），聖隷クリストファー大学大学院 2）
聖路加看護大学 3）, 東京医科歯科大学 4），青森県立保健大学 5）
P-08 横須賀・三浦地域在宅療養高齢者における摂食嚥下障害及び低栄養と介護支援専門員と
管理栄養士の連携の現状
古明地夕佳1）、新出まなみ2）、杉山みち子2）、臼井正樹2） 、太田貞司3) 、榎裕美4)、葛谷雅文5)
１）

神奈川県三崎保健福祉事務所、2)神奈川県立保健福祉大学大学院、

3)

聖隷クリストファー大学大学院、4)愛知淑徳大学、5)名古屋大学大学院

P-09 石川県における在宅療養者への栄養介入に関する医療・介護職種の意識調査

大谷千晴 1,5,6）

新澤祥惠 2,5) 井上好美 3,5)

手塚波子 4,5)

橋本良子 5)

医療法人博友会金沢西病院 1) 北陸学院大学短大部 2) 加登病院 3) 小川医院４）
石川県栄養士会５）

金沢駅西在宅療養を考える会６）
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P-10 在宅での手作り経腸栄養剤について
濱﨑裕司 博愛記念病院 栄養科（共同演者：武久洋三 武久敬洋 笠木トミエ 増田好恵）
P-11 森の里病院2005年からの「訪問栄養」
粂 結花子 医療法人鉄蕉会 森の里病院
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