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シンポジウム	 Main	Hall・Room	A

シンポジウム 1
第１日目　2020年 1月 24日（金）13:00～ 16:00　　"Main Hall"

高齢者と障がい者における栄養と運動
 座長 和歌山県立医科大学 リハビリテーション科 田島　文博
  熊本リハビリテーション病院 栄養管理部 嶋津小百合
S1-1　慢性期脳血管障害患者におけるリハビリテーション治療と栄養

 女川町地域医療センター・内科  佐藤　智香
S1-2　重度障害者における運動時の代謝と栄養管理に対する提案

 和歌山県立医科大学 リハビリテーション科  西山　一成
S1-3　超急性期～急性期における栄養とリハビリテーション

 長崎大学病院　リハビリテーション部  高畠　英昭
S1-4　回復期リハビリテーション病棟における栄養ケアの基礎

 長崎リハビリテーション病院 人材開発部副部長 栄養管理室  西岡　心大
S1-5　急性期脳卒中患者のリハビリテーションの効果を高める栄養管理

 社会医療法人財団董仙会恵寿総合病院 臨床栄養課  小蔵　要司
S1-6　高齢者における身体機能向上のための運動と栄養

 大阪市立大学都市健康・スポーツ研究センター／大阪市立大学大学院医学研究科運動環境生理学  岡崎　和伸

シンポジウム 2
第２日目　2020年 1月 25日（土）15:15～ 17:00　　"Main Hall"

がん患者の栄養管理　化学療法施行時・緩和ケア時における支援
 座長 盛岡市立病院  加藤　章信
  淑徳大学 桑原　節子
S2-1　化学療法施行時の栄養管理の現状と課題

 上尾中央総合病院 外科顧問 栄養サポートセンター  大村　健二
S2-2　緩和ケア時の栄養管理の現状と課題

 岩手医科大学 医学部　緩和医療学科 教授 岩手医科大学附属病院緩和ケアセンター  木村　祐輔
S2-3　がん患者の栄養管理について管理栄養士に望むこと

 広島女学院大学　人間生活学部管理栄養科  石長孝二郎
S2-4　がん病態栄養管理栄養士として臨床現場で立ちむかえること

 独立行政法人国立病院機構 渋川医療センター 栄養管理  須永　将広

シンポジウム 3
第２日目　2020年 1月 25日（土）13:30～ 15:15　　"Room A"

糖尿病腎症重症化予防
 座長 国立国際医療研究センター 糖尿病研究センター 植木浩二郎
  京都大学医学部附属病院 幣　憲一郎
基調講演　基調講演

 一般社団法人 日本腎臓学会理事長、川崎医科大学 腎臓・高血圧内科学  柏原　直樹
S3-2　佐賀県における糖尿病性腎症重症化予防の取り組み

 佐賀大学医学部 肝臓・糖尿病・内分泌内科  安西　慶三
S3-3　早期糖尿病性腎症患者への透析予防指導の効果

 京都大学医学部附属病院　疾患栄養治療部  大島志のぶ
S3-4　症例を通して考える「糖尿病腎症第4期の効果的な栄養指導」とは

 松江赤十字病院　栄養課  安原みずほ
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シンポジウム	 Room	A・Room	D

シンポジウム 4
第２日目　2020年 1月 25日（土）15:15～ 17:00　　"Room A"

糖尿病療養指導士から 糖尿病病態栄養専門管理栄養士 ～チーム医療の在り方
 座長 横浜市立大学大学院医学研究科 分子内分泌・糖尿病内科学 寺内　康夫
  関西電力病院 北谷　直美
S4-1　糖尿病チーム医療の現状と課題

 横浜市立大学大学院医学研究科  寺内　康夫
S4-2　高齢者総合診療部での糖尿病病態栄養専門管理栄養士としての活動

 虎の門病院　栄養部  山本　恭子
S4-3　糖尿病療養指導士としての取り組みと将来への展望

 川﨑市立井田病院  亀山亜希夫
S4-4　チーム医療の中で、糖尿病病態栄養専門管理栄養士としての私の役割と課題

 南奈良総合医療センター　栄養部  吉井　雅恵
S4-5　特別発言

 関西電力病院 総長・関西電力医学研究所  清野　　裕

シンポジウム 5
第２日目　2020年 1月 25日（土）13:30～ 15:15　　"Room D"

臨床分野への AIの活用
 座長 藤田医科大学医学部 内分泌・代謝内科 鈴木　敦詞
  国立病院機構渋川医療センター 須永　将広
S5-1　AIのヘルスケア分野への応用

 日本IBM 東京基礎研究所  工藤　道治
S5-2　AIによる栄養指導解析とその課題（仮）

 藤田医科大学医学部　内分泌・代謝内科学  牧野　真樹
S5-3　情報連携の高度化が栄養指導へもたらすもの

 徳島大学先端酵素学研究所糖尿病臨床・研究開発センター  松久　宗英
S5-4　七福神がつなぐ生活習慣改善支援

 あいち健康の森健康科学総合センター健康支援事業部  岩竹　麻希
S5-5　AIと共に患者を支える管理栄養士を目指して

 人間健康学部健康栄養学科  西村　一弘

シンポジウム 6
第２日目　2020年 1月 25日（土）15:15～ 17:00　　"Room D"

大規模臨床研究がもたらした成果、病態栄養専門管理栄養士による 
更なるエビデンスの構築に向けて

 座長 岐阜大学大学院医学系研究科 分子・構造学講座　内分泌代謝病態学分野 矢部　大介
  浜松医科大学医学部附属病院 渡邉　　潤
S6-1　慢性腎臓病の重症化阻止に向けたエビデンス（FROM-J研究を含む）

 筑波大学医学医療系臨床医学域腎臓内科学  山縣　邦弘
S6-2　認知症に関するエビデンスー栄養食事療法の実践とアウトカムー

 女子栄養大学 栄養学部  府川　則子
S6-3　2型糖尿病における生活習慣改善の重要性：J-DOIT3試験の結果から

 東京大学医学部  笹子　敬洋
S6-4　全国国立大学病院栄養部門におけるがん病態栄養専門管理栄養士の担うべき役割と	
　　　エビデンス構築に向けた取り組み

 愛媛大学医学部附属病院 栄養部  利光久美子
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シンポジウム	 Room	B-1

シンポジウム 7
第２日目　2020年 1月 25日（土）13:30～ 15:15　　"Room B-1"

精神疾患患者に対する NSTの関わり
 座長 医療法人社団藤花会 江別谷藤病院 脳神経外科 黒川　泰任
  一般財団法人愛成会 弘前愛成会病院 石岡　拓得
基調講演　精神疾患患者栄養管理の難しさ

 医療法人社団藤花会 江別谷藤病院　脳神経外科/星槎道都大学  黒川　泰任
S7-2　統合失調症患者の摂食嚥下障害と栄養管理

 医療法人社団 秀和会 つがやす歯科医院 
 （元一般財団法人　精神医学研究所附属 東京武蔵野病院　歯科口腔外科）  斎藤　　徹
S7-3　精神疾患患者薬物療法と栄養関連合併症・副作用	－薬理学的観点から－

 医療法人徳洲会 札幌徳洲会病院　薬局  岡部　幸男
S7-4　精神疾患を持つ人の摂食嚥下障害に対するアプローチ

 医療法人社団更生会 草津病院　看護部  中村　清子
S7-5　精神科領域における管理栄養士の関わり－認知症患者を中心に－

 医療法人全隆会 指宿竹元病院　栄養部  福吉　大輔
S7-6　精神科領域における管理栄養士の関わり－統合失調症患者を中心に－

 一般財団法人愛成会 弘前愛成会病院　診療部栄養科  石岡　拓得

シンポジウム 8
第２日目　2020年 1月 25日（土）15:15～ 17:00　　"Room B-1"

地域連携を見据えた 栄養管理のシステム作り
 座長 佐賀大学医学部内科学講座 肝臓・糖尿病・内分泌内科 安西　慶三
  藤田医科大学病院 伊藤　明美
S8-1　地域での栄養ケアの推進に向けた国の取組について

 厚生労働省健康局健康課 栄養指導室  塩澤　信良
S8-2　総合診療サポートセンターを介した多職種共同による栄養管理支援

 愛媛大学大学院医学系研究科 消化器・内分泌・代謝内科学（第三内科）  日浅　陽一
S8-3　糖尿病療養指導カードシステムを用いた病診連携　ー藤田医科大学の取り組みー　（管理栄養士の役割は？）

 藤田医科大学 医学部　内分泌・代謝内科学  清野　祐介
S8-4　地域をつなぐ食支援と栄養管理の取り組みと課題

 医療法人財団　善常会 栄養管理部  太田真実子
S8-5　神奈川県大和市	における糖尿病性腎症重症化予防の取組み	～国保・後期高齢を一体的に実施～

 神奈川県立保健福祉大学 保健福祉学部 栄養学科  田中　和美
S8-6　徳島市医師会の糖尿病腎症重症化予防事業の取組み

 徳島市医師会糖尿病対策委員会委員長/医療法人慈成会 寺沢病院  鶴尾　美穂
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シンポジウム	 Room	A・さくら・Room	D

シンポジウム 9
第３日目　2020年 1月 26日（日）13:00～ 15:00　　"Room A"

がん患者の栄養管理　周術期における支援
 座長 久留米大学医学部 内科学講座消化器内科部門 川口　　巧　　
  愛媛大学医学部附属病院 利光久美子
S9-1　がん患者の周術期に求められるがん病態栄養専門管理栄養士の役割　

 愛媛大学医学部附属病院　栄養部  利光久美子
S9-2　入退院支援センターにおけるがん手術予定患者への支援

 愛媛大学医学部附属病院　栄養部  竹島　美香
S9-3　周術期がん患者の栄養管理～病病連携の症例に学ぶ

 久留米大学医療センター 栄養室  坂口　美紀
S9-4　化学療法時における支援と外来栄養食事指導

 岡山済生会病院　栄養科  大原　秋子
S9-5　地域連携における在宅に向けた栄養管理と支援~地域密着型病院におけるがん病態栄養専門管理栄養士の関わり~

 医療法人仁友会南松山病院　栄養管理室  山﨑　友美

シンポジウム 10
第３日目　2020年 1月 26日（日）13:00～ 15:00　　"さくら "

肝性脳症を合併した肝硬変患者の栄養治療
 座長 医療法人秀和会秀和総合病院 消化器病センター 鈴木　壱知
  東邦大学医療センター大森病院　栄養部 栄養管理室  古田　　雅
S10-1　肝性脳症合併肝硬変患者の栄養管理ー栄養士の立場からー

 三重大学医学部付属病院　栄養診療部  原　なぎさ
S10-2　当院における肝硬変患者に対する栄養指導の実際

 武蔵野赤十字病院　栄養課  遠藤　　薫
S10-3　肝性脳症を伴う慢性肝疾患患者に対する栄養指導の現状

 杏林大学医学部付属病院 栄養部  鈴木　絹世
S10-4　肝性脳症を繰り返す肝硬変患者への支援

 愛媛大学医学部附属病院 栄養部  井上可奈子
S10-5　肝硬変患者における栄養食事指導の重要性

 東海大学医学部付属病院 診療技術部栄養科  後藤　陽子
S10-6　代謝変動からみた肝硬変患者に対するBCAA投与の効果

 徳島大学大学院医歯薬学研究部  奥村　仙示
S10-7　特別発言

 岩手医科大学医学部 名誉教授／盛岡大学栄養科学部 名誉教授  鈴木　一幸

シンポジウム 11
第３日目　2020年 1月 26日（日）13:00～ 15:00　　"Room D"

ICUにおける栄養管理
 座長 岐阜大学医学部附属病院 副病院長・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 関根　里恵
S11-1　ICUにおける栄養管理　～過去、現在、未来？～

 岐阜大学医学部附属病院高次救命治療センター  北川雄一郎
S11-2　当院 ICUにおける栄養療法プロトコルの実践における管理栄養士の役割

 千葉大学医学部附属病院　臨床栄養部  米山　晶子
S11-3　早期経腸栄養法における多職種連携

 東京大学医学部附属病院　看護部  南條　裕子
S11-4　市中病院 ICUにおける栄養管理で薬剤師ができること

 一宮市民病院 薬剤局  岩田　智樹
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