第２５回福井ＮＳＴ研究会のご案内
－栄養サポートチーム－
謹啓
秋冷の候、皆様におかれましては益々ご清祥のことと心よりお慶び申し上げます。
さてこの度、第２５回福井ＮＳＴ研究会を下記の要領で開催する運びとなりました。
ご多忙の折り恐縮でございますが、万障お繰り合わせの上ご出席いただきます様
お願い申し上げます。
敬具

記

【日

時】

平成 22 年 11 月 12 日（金）19 時～21 時

【場

所】

奥越地域地場産業振興センター

2 階大ホール

勝山市片瀬町 1 丁目４０２番地

TEL 0779-88-3700
【当番幹事】

福井社会保険病院

【会

500 円（毎回徴収させて頂いております）

費】

外科部長

田口

誠一 先生

本研究会は、日本静脈経腸栄養学会より NST 専門療法士認定単位として 5 単位を取得できます

共催：福井ＮＳＴ研究会 〔事務局：(社)福井県栄養士会〕
アボットジャパン㈱ 田辺三菱製薬㈱ 味の素製薬㈱ ㈱大塚製薬工場
テルモ㈱ 旭化成ファーマ㈱ ㈱クリニコ 明治乳業㈱ ＜順不同＞
＊ 研究会終了後、軽食をご用意させて頂いております
＊ メーカー展示コーナーを予定しております

プログラム

Ⅰ．開会の辞

福井社会保険病院 副院長

藤田 学 先生

Ⅱ．「福井社会保険病院 NST 活動の現状と今後の課題」
座長

福井大学医学部附属病院 第一外科・ＮＳＴ・がん診療推進センター診療教授
片山 寛次 先生

福井社会保険病院 NST 栄養部 1)、看護部 2）、薬剤部 3）、検査部 4）、
リハビリテーション部 5）、内科 6）、脳神経外科 7）、外科 8）
○山田 友香 1)、佐々木 澄子 1)、杉本 ひろみ 2）、藤井 美保 2）、佐々木 邦代 2）、
和田 朝子 2）、松村 ひとみ 3）、四谷 五十鈴 4）、窟 朱美子 5）、稲垣 智子 6）、
小澤 眞二 6）、中島 毅 7）、辰澤 敦司 8）、田口 誠一 8）

Ⅲ．一般演題１
座長

福井社会保険病院 外科部長
福井大学医学部附属病院 栄養部 栄養管理部門長

田口 誠一 先生
北山 富士子 先生

１． 「妊娠中の栄養管理 ～るいそう妊婦症例を通して～」
福井県立病院 NST 看護部 1）、栄養管理室 2）、内科 3）
○西 裕香 1)、松村 愛子 1)、内田 佐奈美 1)、村上 幸知恵 2）、近藤 亜希 2）、
小寺 由美 2）、栗山 とよ子 3）
２． 「福井総合病院における胃食道逆流症に対する半固形化栄養剤使用の変遷」
福井総合病院 NST 栄養管理室 1）、看護部 2）、外科 3）
○大林 洋子 1)、清水 淳子 1)、表 真由美 2）、向川 陽子 2）、櫻井 琴世 2）、
三田 美穂 2）、小林 亜希 2）、曽根 愛生 2）、東 亜紀子 2）、青竹 実来 2）、
小山 三千代 2）、泉 俊昌 3）
３． 「経腸栄養による合併症改善への取り組み」
福井社会保険病院 NST 看護部 1)、栄養部 2）、内科 3）、外科 4）
○齋藤 直美 1)、本田 康恵 1)、西尾 富貴子 1)、原崎 陽子 1)、嶋田 郁子 1)、
佐々木 澄子 2）、坪坂 誠司 3）、田口 誠一 4）

Ⅳ．一般演題２
座長

福井総合病院 副院長

泉 俊昌 先生

福井県立病院 栄養管理室 次長

小寺 由美 先生

１． 「胃癌術後に発症した嚥下障害から経口摂取が可能となった１例」
福井社会保険病院 NST リハビリテーション部 1)、栄養部 2）、看護部 3）、外科 4）
○島田 昭博 1)、窟 朱美子 1)、山田 友香 2）、笠松 由香里 3）、田口 誠一 4）
２． 「当院における膵頭十二指腸切除後の問題点 ～術式別にみた患者の QOL～」
福井大学第一外科
○村上 真、森川 充洋、中澤 雅子、小練 研司、永野 秀樹、五井 孝憲、
飯田 敦、片山 寛治、山口 明夫
３． 「イレウス術後の縫合不全・小腸壊死により、短腸症候群となった血液透析患者に対する
NST の関わり」
福井県済生会病院 NST 栄養部 1）、看護部 2）、薬剤部 3）、検査部 4）、泌尿器科 5）、内科 6）、
耳鼻咽喉科 NST チェアマン 7）、外科 NST サブチェアマン 8）
○牧野 尚恵 1)、谷口 としえ 1)、木下 充子 1）、山内 雅代 2）、山下 文子 2）、
南川 健太 2）、山田 麻子 2）、友重 明子 2）、猪之詰 美香 2）、向畠 卓哉 3）、
好川 隆志 3）、高嶋 孝次郎 3）、米倉 仁美 4）、道下 美香 4）、大久保 彰子 4）、
山本 秀和 5）、小坂 星太郎 6）、潮木 保幸 6）、津田 豪太 7）、宗本 義則 8）

Ⅴ．閉会の辞

福井ＮＳＴ研究会 代表幹事
福井県立病院 内科医長

栗山 とよ子 先生

－会場のご案内－

福井方面

福井社会保険病院

長山トンネル

「長山トンネル」を抜け、
３つ目の信号交差点「旭町」
（右側に「ＧＥＮＫＹ」がある
交差点です）を左折、４００ｍ先
の右側（越前大仏正面、「白山苑」
ホールの隣）が、会場です。

奥越地域地場産業振興
センター

2 階大ホール

ＧＥＮＫＹ

〈お車〉福井北インターから約４５分（「越前大仏」を目印にご来場下さい）
〈鉄道〉えちぜん鉄道「勝山駅」より、タクシーで約１０分

★駐車場について
センター前の道路を挟みました向かい側が、指定の駐車場となりますので、そちらに
駐車頂きますよう、お願い申し上げます。

