第２９回福井ＮＳＴ研究会のご案内
－栄養サポートチーム－
謹啓
時下、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２９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 24 年 3 月 9 日（金）19 時～21 時

【場

所】

福井医療短期大学

江上ホール

福井市江上町 55 字鳥町 13-1
TEL 0776-59-2200

【当番幹事】

福井総合病院

【会

500 円（毎回徴収させて頂いております）

費】

副院長

泉

俊昌

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 ㈱三和化学研究所
＜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

Ⅱ．講演

福井総合病院 副院長

座長 福井大学医学部付属病院
がん診療推進センター 教授

「福井総合病院における NST と言語聴覚士の関わり」
演者：福井総合病院 言語聴覚室副室長

勝尾 信一 先生

片山 寛次 先生

谷川 尚子 先生

Ⅲ．一般演題 （発表 6 分、討論 2 分）
座長 福井総合病院 副院長
福井県済生会病院 栄養部部長

泉 俊昌 先生
木下 充子 先生

①「ランブル鞭毛虫による下痢によって栄養管理に難渋した 1 例」
福井大学医学部附属病院 NST
○早瀬 美香，立平 宏美，北山 富士子，大中 博晶，斎木
柿本 知佳，橋本 儀一，片山 寛次

明子，前田

友美

②「当院で NST 登録された急性期脳卒中患者の傾向」
福井県済生会病院 リハビリテーション部 1），看護部 2），口腔外科 3），栄養部 4）
耳鼻咽喉科・頚部外科 5）
○ 田村 友美 1），高嶋 絵里 1），谷口 薫平 1），端 千づる 2），北村 綾 2），前田 亜矢 2）
松川 恭子 2），細田 暢子 3），川端 登代美 3），今井 里衣 4），津田 豪太 5）

③「福井総合病院における NST 業務の電子カルテへの移行について」
福井総合病院 NST 外科 1），看護部 2），栄養科 3），薬剤科 4），リハビリテーション科 5）内科 6）
○泉 俊昌 1），表 真由美 2），清水 淳子 3），望 貴博 4），麻生 慶子 1），筒井 広美 5），
白崎 温久 6）

④「福井総合病院における NST 介入症例の評価」
福井総合病院 NST 看護部 1），栄養科 2），薬剤科 3），外科 4），リハビリテーション科 5）内科 6）
○表 真由美 1），泉 俊昌 4），清水 淳子 2），望 貴博 3），麻生 慶子 4），筒井 広美 5），
白崎 温久 6）

Ⅳ．指定演題 (発表７分 総合討論 20 分)
「栄養サポートチーム加算の現状」
座長 福井県立病院 内科医長
公立丹南病院 副院長

栗山 とよ子 先生
伊藤 重二 先生

①「福井総合病院における栄養サポートチーム加算の現状」
福井総合病院 NST 栄養科 1），看護部 2），薬剤科 3），外科 4），リハビリテーション科 5）内科 6）
○清水 淳子 1），泉 俊昌 4），表 真由美 2），望 貴博 3），麻生 慶子 4），筒井 広美 5），
白崎 温久 6）

②「栄養サポートチーム加算に向けての当院の取り組みと現状」
福井県済生会病院 NST
○谷口 としえ，牧野 尚恵，木下 充子，猪之詰 美香，村中 里美，山内 雅代， 松川 恭
子，前田 亜矢，高嶋 孝次郎，堀田 栄治，伊藤 幸男，金原 秀雄，宗本 義則，津田 豪
太

③「福井県立病院 NST 活動の中の NST 加算～専従管理栄養士から見た現状と課題～」
福井県立病院 NST 栄養管理室 1) 内科 2) 看護部 3) 薬剤部 4) リハビリ室 5)
○村上 幸知恵 1) 栗山 とよ子 2) 多田 悦子 3) 前野 晃利 4) 津田 智子 4)
玉木 圭一 5) 近藤 亜希 1) 小山 照代 1) 小寺 由美 1) 吉田 弘子 1)

④「栄養サポートチーム加算の適応患者のスクリーニング方法
～適切なスクリーニングをするためのマニュアル作成～」
福井赤十字病院 看護部 1），神経内科 2），薬剤部 3），栄養課 4），検査部 5）
○布谷 喜代美 1），北島 和人 2），白潟 初実 4），漆崎 晶子 5）

Ⅳ．閉会の辞 福井 NST 研究会 代表幹事

栗山 とよ子 先生

－会場のご案内－

