第17回
北陸ＰＥＧ･在宅栄養研究会のご案内
謹啓 皆様におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。
この度、地方独立行政法人 大阪市民病院機構大阪市立総合医療センター 消化器センター
部長 西口 幸雄 先生を特別講師にお招きし、下記要領にて「第 17 回北陸ＰＥＧ・在宅栄
養研究会」を開催致します。万障お繰り合わせの上、御来場下さいますようお願い申し上
げます。
謹白
当番世話人
福井県立病院
栗山 とよ子
代表世話人
白山石川医療企業団 八木 雅夫
事務局
小川医院
小川 滋彦
金沢市笠舞2-28-12 (TEL 076-261-8821)

本研究会は日本静脈経腸栄養学会の認定する研究会として、
NST専門療法士資格に必要な単位を2単位取得できます。

： 平成 27 年 11

日時
場所

月 21 日（土） 14:40～18:05

： 石川県地場産業振興センター 本館 3F 第 5 研修室
〒920-8203 石川県金沢市鞍月２丁目１番地 (TEL 076-268-2010)

会費

： 医師 1,000 円、メディカルスタッフ 500 円
《プログラム》

話題提供

14:40～15:00

開会の辞

15:00～15:05

1.一般演題

15:05～16:45 （9題を予定）

「経腸栄養剤の最新の話題」
当番世話人

株式会社大塚製薬工場

栗山 とよ子 先生 （福井県立病院）
発表7分、討論3分

／／／／／／／／／／／／／／／／休憩15分／／／／／／／／／／／／／／／／

2.特別講演

17:00～18:00

「 ＰＥＧってやはり大 事 」
地方独立行政法人大阪市民病院機構大阪市立総合医療センター
消化器センター 部長
閉会の辞

18:00～18:05

西口 幸雄 先生

代表世話人 八木 雅夫 先生（白山石川医療企業団）

共催：北陸PEG・在宅栄養研究会、株式会社大塚製薬工場、イーエヌ大塚製薬株式会社
後援：PEG・在宅医療研究会

1．一般演題 15:05～16:45
発表7分、討論3分
～栄養管理関連～
座長：木村 知行 先生（寿人会木村病院）
演題 1. 食道癌術後再発による食道狭窄のため腸瘻を造設し、在宅緩和医療に
移行した一例
福井県立病院 NST

栄養管理室 1)

内科 2)

看護部 3)

薬剤部 4)

○森川 渚 1) 栗山 とよ子 2) 中村 麻衣子 1) 田中 佳那子 1) 小寺 由美 1) 多田 悦子 3) 小川 麻弥 3)
道場 明子 3) 斉藤 沙織 3) 吉川 弘毅 4) 川上 和彦 4)

演題 2. NST の早期介入により難治性下痢、低栄養が改善した一例
福井厚生病院 NST

看護部 1) リハビリ課 2）

薬剤課 3） 栄養課 4） 医局 5）

○石黒 沙樹 1) 吉田 瞬 1) 岡林 みどり 1) 庄内 千晶 2) 吉川 知世 3） 明城 摩利子 4）
天野 美鶴 4） 道鎭 正規 5） 浅田 康行 5）

演題 3. 在宅褥創患者のケア
高岡駅南クリニック
○城山 和也 山田 美雪 三廼 利美 板谷 孝子 上石 哲也 塚田 邦夫

演題 4. 術後の肺塞栓･心肺蘇生後に、大量出血、創離開を合併した重症患者の栄養管理
福井県立病院 NST

栄養管理室 1)

内科 2)

看護部 3)

薬剤部 4)

リハビリテーション室 5)

○田中 佳那子 1) 栗山 とよ子 2) 中村 麻衣子 1) 森川 渚 1) 小寺 由美 1) 多田 悦子 3)
小川 麻弥 3) 道場 明子 3) 斉藤 沙織 3) 吉川 弘毅 4) 川上 和彦 4) 西村 真衣 5)

～胃瘻造設 他～

座長：桐山 正人 先生（黒部市民病院）

演題 5. 適切な穿刺位置確保のため、ダブルスコープを用いて PEG を造設しえた 2 例
国家公務員共済組合連合会 北陸病院
○坂下 俊樹

武藤 綾子

増永 高晴

演題 6. 胃瘻造設に至るまでの訪問管理栄士との関わり
小川医院 栄養ケアセンター
○加藤 寿子 手塚 波子 小川 滋彦

演題 7. 将来を見据えて PEG を造設した一例
福井大学医学部附属病院 栄養部 1） 薬剤部 2） 看護部 3） 検査部 4） 外科学（1）研究室 5）
がん診療推進センター6）
○東本 真紀子 1） 早瀬 美香 1） 斎木 明子 2） 前田 彩菜 2） 小竹林 徳子 3） 橋本 儀一 4） 黒瀬 知美 4）
北山 富士子 1） 廣野 靖夫 5） 片山 寛次 6）

演題 8. 胃瘻造設後経口摂取可能となり全身状態が改善した 1 症例
医療法人寿人会 木村病院
○吉川 文恵

リハビリテーション科

木村 知行

演題 9. 経腸栄養管理の質向上に向けた院内 PEG ワークショップの取り組み
公立松任石川中央病院 NST1） 外科 2）
○牧本 泰子 1） 石井 要 1）2） 南田 菜穂 1） 金原 寛子 1） 滝野 豊 1） 樋口 陽子 1） 遠藤 瑞穂 1）
酒井 尚美 1） 高畠 外美子 1） 金本 斐子 1）2） 竹田 利弥 1）2） 八木 雅夫 1）2）
／／／／／／／／／／／／／／／／／／／休憩15分／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／

2．特別講演

17:00～18:00
座長： 栗山 とよ子先生（福井県立病院）

「ＰＥＧってやはり大事」
地方独立行政法人大阪市民病院機構大阪市立総合医療センター
消化器センター 部長

MEMO

西口 幸雄 先生

-交通アクセス石川県地場産業振興センター
本館 3F 第5研修室

