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日本病態栄養学会誌　第 22 巻 supplement（2019）

シンポジウム	 メインホール・503・501
シンポジウム 1
第１日目　2019年 1月 11日（金）13:00～ 14:40　　"メインホール "

サルコペニア・フレイル対策と栄養
 座長 横浜市立大学附属市民総合医療センター リハビリテーション科 若林　秀隆
  長崎リハビリテーション病院　人材開発部／栄養管理室 西岡　心大
S1-1　サルコペニア・フレイル対策におけるリハビリテーションと栄養管理の役割

 横浜市立大学附属市民総合医療センター リハビリテーション科 若林　秀隆
S1-2　高齢糖尿病患者におけるサルコペニア・フレイル対策の現状と課題

 京都大学医学部附属病院　疾患栄養治療部 幣　憲一郎
S1-3　回復期リハビリテーションにおけるサルコペニア対策の現状と展望

 長崎リハビリテーション病院 人材開発部／栄養管理室 西岡　心大
S1-4　地域在住高齢者におけるサルコペニア・フレイル対策の現状と展望

 東京大学 加齢医学講座 小川　純人

シンポジウム 2
第１日目　2019年 1月 11日（金）13:00～ 14:40　　"503"

がん栄養における緩和ケアチームの効果
 座長 愛媛大学　消化器・内分泌・代謝内科学 日浅　陽一
  国立病院機構渋川医療センター 栄養管理室 須永　将広
S2-1　緩和ケアチームにおけるがん病態栄養専門管理栄養士の役割．

 関西電力病院 緩和医療科 梶山　　徹
S2-2　緩和ケアチームと管理栄養士の協働と効果　‐看護師の立場から‐

 がん研究会有明病院 看護部 大友　陽子
S2-3　緩和ケアにおける　食べる栄養管理、食べない栄養管理

 国立がん研究センター東病院 栄養管理室 嘉澤美穂子
S2-4　当院における緩和ケアチームの活動と管理栄養士の介入の必要性について

 愛媛大学医学部附属病院 栄養部 井上可奈子
S2-5　緩和ケアチームに参加し個別栄養介入を経験して

 聖隷三方原病院 栄養課 川上佐和子

シンポジウム 3
第１日目　2019年 1月 11日（金）13:00～ 14:40　　"501"

感染制御と栄養療法
 座長 岐阜大学医学部附属病院 生体支援(NST/ICT)センター 村上　啓雄
  東京大学医学部附属病院 病態栄養治療部 関根　里恵
S3-1　感染制御と栄養療法－医師の立場から－

 上尾中央総合病院 栄養サポートセンター センター 大村　健ニ
S3-2　感染制御と栄養療法~管理栄養士の立場から~

 藤田医科大学病院・食養部 課 伊藤　明美
S3-3　栄養療法に関わる感染対策　	～感染管理認定看護師の立場から～

 東邦大学医療センター大森病院 看護部 塚田　真弓
S3-4　薬剤師の立場から

 京都桂病院・薬剤科 野﨑　　歩
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シンポジウム	 メインホール・414+415
シンポジウム 4
第２日目　2019年 1月 12日（土）14:40～ 16:20　　"メインホール "

日本人 2型糖尿病患者の食事の現状と大規模臨床エビデンス
 座長 熊本大学 代謝内科学 荒木　栄一
  自治医科大学 看護学部 佐藤　敏子
S4-1　エビデンスと臨床実践の架け橋	　～日本医療研究開発機構（AMED）の取り組み～

 川崎市立川崎病院 糖尿病内科 津村　和大
S4-2　日本人２型糖尿病患者における食事と合併症との関連

 新潟大学 血液・内分泌・代謝内科 曽根　博仁
S4-3　２型糖尿病における軽度糖質制限食の効果

 順天堂大学 佐藤　淳子
S4-4　２型糖尿病患者の食事内容調査から明らかになったこと　―３大栄養素摂取比率と血糖コントロール―

 横浜市立大学附属市民総合医療センター 内分泌・糖尿病内科 山川　　正

シンポジウム 5
第２日目　2019年 1月 12日（土）13:00～ 14:40　　"414+415"

災害と栄養療法
 座長 佐賀大学　肝臓・糖尿病・内分泌内科 安西　慶三
  中村学園大学 栄養科学科 大部　正代
S5-1　熊本地震を経験して考える災害に対する備え～糖尿病からみた災害～

 熊本中央病院 栄養科 村岡まき子
S5-2　ブラックアウト　想定外との対峙～その時病院食は

 北海道大学病院 栄養管理部 熊谷　聡美
S5-3　東日本大震災を経験して

 医療法人双熊会 熊坂　義裕
S5-4　西日本豪雨災害に被災して　泥水の中に孤立した地域の基幹病院の役割とは！管理栄養士としてできたこと・できなかったこと

 まび記念病院 栄養管理部 淺井美由紀

シンポジウム 6
第２日目　2019年 1月 12日（土）14:40～ 16:20　　"414+415"

うつ病、統合失調症などの精神疾患の病態と栄養管理
 座長 国立精神・神経医療研究センター 神経研究所疾病研究第三部 功刀　　浩
  女子栄養大学 実践栄養学科 本田　佳子
基調講演　うつ病の病態と栄養学的問題

 国立精神・神経医療研究センター 神経研究所疾病研究第三部 功刀　　浩
S6-2　うつ病の栄養管理

 国立国際医療研究センター国府台病院 阿部　裕二
S6-3　統合失調症の病態と栄養学的問題

 国立精神・神経医療研究センタートランスレーショナルメディカルセンター 菅原　典夫
S6-4　統合失調症の栄養管理

 弘前愛成病院 石岡　拓得
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シンポジウム	 メインホール
シンポジウム 7
第３日目　2019年 1月 13日（日）08:40～ 10:20　　"メインホール "

専門管理栄養士の現状と展望
 座長 武蔵野赤十字病院 栄養課 原　　純也
  関西電力病院 疾患栄養治療センター 北谷　直美
基調講演　食事療法と健康な食事

 神奈川県立保健福祉大学 中村　丁次
S7-2　糖尿病病態栄養専門管理栄養士に期待される役割

 秋田大学 内分泌・代謝・老年内科学講座 山田祐一郎
S7-3　糖尿病専門管理栄養士に望む事

 横浜市立大学 分子内分泌・糖尿病内科学 寺内　康夫
S7-4　腎臓病病態栄養専門管理栄養士に期待される役割

 浜松医科大学医学部附属病院 血液浄化療法部 加藤　明彦

シンポジウム 8
第３日目　2019年 1月 13日（日）13:15～ 14:45　　"メインホール "

栄養代謝の臓器ネットワーク
 座長 東都春日部病院 中屋　　豊
  京都大学医学部附属病院 疾患栄養治療部 幣　憲一郎
S8-1　肝臓からの神経シグナルによる膵β細胞制御機構

 東北大学 糖尿病代謝内科学 今井　淳太
S8-2　インクレチンを介した臓器ネットワークについて

 京都大学 糖尿病・内分泌・栄養内科学 原田　範雄
S8-3　筋骨格系を中心とした臓器相関

 神戸学院大学 公衆栄養・衛生学部門 田中　　清
S8-4　慢性腎臓病に伴うミネラル代謝異常：多臓器ネットワークとその破綻

 徳島大学 分子栄養学 宮本　賢一

シンポジウム 9
第３日目　2019年 1月 13日（日）14:45～ 16:15　　"メインホール "

疾患の体組成と栄養管理
 座長 岐阜大学 分子・構造学講座 内分泌代謝病態学分野 矢部　大介
  北里大学病院 栄養部 佐藤　照子
S9-1　脂肪性肝疾患における体組成分析による肝重症度評価と食事療法及び運動療法の効果

 東邦大学医療センター大森病院 栄養管理室 古田　　雅
S9-2　透析・腎疾患における栄養管理と体組成測定

 東京女子医科大学 血液浄化療法科 花房　規男
S9-3　重症患者の体組成評価を栄養管理に活かす

 徳島大学 代謝栄養学 堤　　理恵
S9-4　高齢者のサルコペニア予防の栄養管理と体組成測定

 東京都健康長寿医療センター 内科 荒木　　厚
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シンポジウム	 503
シンポジウム 10
第３日目　2019年 1月 13日（日）08:40～ 10:20　　"503"

カーボカウントによる食事指導の有用性と課題
 座長 新古賀病院 糖尿病センター 川﨑　英二
  大阪市立大学医学部附属病院 栄養部 藤本　浩毅
S10-1　１型糖尿病患者へのカーボカウント指導　－CSII、SAP療法における管理栄養士の関わり－

 大阪赤十字病院栄養課 堂川　冴子
S10-2　2型糖尿病患者にカーボカウント基礎編を取り入れた栄養指導の実際

 愛知県厚生連豊田厚生病院 栄養科 江口真奈美
S10-3　糖代謝異常合併妊婦への栄養食事指導の実際

 大阪母子医療センター 栄養管理室 加嶋　倫子
S10-4　おやつ実験を取り入れたカーボカウントの指導

 聖マリア病院 栄養指導管理室 北島　千春

シンポジウム 11
第３日目　2019年 1月 13日（日）13:15～ 14:45　　"503"
「糖尿病腎症重症化予防プログラム」の取り組みとそのアウトカム

 座長 川崎医療福祉大学 臨床栄養学科 市川　和子
  埼玉医科大学かわごえクリニック 片山　茂裕
S11-1　茅ヶ崎地域での糖尿病腎症重症化予防プログラムの現状と課題

 茅ヶ崎市立病院 内科 佐藤　　忍
S11-2　埼玉県における糖尿病重症化予防プログラムの現状と課題

 埼玉医科大学かわごえクリニック 片山　茂裕
S11-3　岡山県の糖尿病医療連携・療養指導資質向上のための取り組み紹介と
	 　川崎医科大学附属病院糖尿病腎症重症化予防の効果について

 川崎医科大学附属病院 栄養部 倉恒ひろみ
S11-4　上越市における糖尿病重症化予防のための取り組み

 新潟県上越市役所 健康づくり推進課 大石由美子
S11-5　臼杵市における糖尿病性腎症重症化予防のための取り組み

 大分県臼杵市市役所 保健健康課 櫻木　和代

シンポジウム 12
第３日目　2019年 1月 13日（日）14:45～ 16:15　　"503"

腎機能障害時（慢性、急性）の栄養処方設計の考え方
 座長 東京医科大学 腎臓内科学分野 菅野　義彦
  昭和大学病院 栄養科 菅野　丈夫
S12-1　患者の状態に応じた栄養処方設計の考え方

 近森病院 臨床栄養部 宮島　　功
S12-2　慢性腎臓病

 杏林大学医学部付属病院 栄養部 小田　浩之
S12-3　慢性維持血液透析患者の高齢・低栄養に対する栄養処方

 永仁会病院 栄養管理科 大津明日美
S12-4　腎移植患者の栄養管理

 女子栄養大学 臨床栄養管理研究室 恩田　理恵
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シンポジウム	 501
シンポジウム 13
第３日目　2019年 1月 13日（日）13:15～ 14:45　　"501"

非アルコール性脂肪性肝疾患に対する栄養治療
 座長 秀和総合病院 消化器病センター 鈴木　壱知
  虎の門病院 栄養部 土井　悦子
S13-1　非アルコール性脂肪性肝疾患における栄養アセスメントと栄養指導

 三重大学医学部付属病院 栄養診療部 原　なぎさ
S13-2　当院外来におけるＮＡＦＬＤ患者への継続栄養指導の現状

 武蔵野赤十字病院 栄養課 遠藤　　薫
S13-3　NAFLD症例における栄養指導介入の可能性

 虎の門病院 栄養部 平野実紀枝
S13-4　慢性肝疾患患者における糖尿病の実態と病態

 久留米大学病院 栄養部 永松　あゆ
S13-5　全身、内臓、肝臓脂肪量をアウトカムにしたＮＡＦＬＤ治療

 東海大学付属大磯病院 消化器内科 荒瀬　吉孝


