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第 11回

日本静脈経腸栄養学会
東海支部学術集会

当番世話人　　谷口 正哲（共和病院 内科）

日　　　時　　2017年 7月9日（日）9時30分～16時

会　　　場　　ウインクあいち（愛知県産業労働センター）
　　　　　　　2階大ホール　5階小ホール2
　　　　　　　名古屋市中村区名駅 4‒4‒38

「次の10年に向けて、はじめの一歩を！」

プログラム・抄録集



第 11 回

日本静脈経腸栄養学会
東海支部学術集会

「次の10年に向けて、はじめの一歩を！」

プログラム・抄録集

会　　　期：2017 年 7 月 9 日（日）

会　　　場：ウインクあいち（愛知県産業労働センター）
　　　　　　〒 450-0002　名古屋市中村区名駅 4-4-38
　　　　　　TEL：052-571-6131

当番世話人：谷口 正哲（共和病院 内科）

事　務　局：共和病院
　　　　　　〒 474-0071　大府市梶田町 2-123
　　　　　　TEL：0562-46-2222　 FAX：0562-47-6577
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第 11 回日本静脈経腸栄養学会東海支部学術集会に寄せて

第11回日本静脈経腸栄養学会東海支部学術集会
当番世話人　谷口　正哲
共和病院	内科

　皆様こんにちは！
　この度、第 11 回日本静脈経腸栄養学会東海支部学術集会を担当させていただきます。
　この学術集会も昨年（2016 年）の浜松開催にて 10 回を数え、一区切りとなりました。
　栄養療法の重要性は徐々に認識されては来ていますが未だ十分とは言えず、日本静脈経腸
栄養学会（JSPEN）および会員の皆様の活動が引き続き必要です。今回は次の 10 年に向けた
最初の開催と考えテーマを「次の 10 年に向け、はじめの一歩を！」としました。

　学術集会は演題発表という研究・経験を持ち寄り討議する場所であると同時に、講演・講
習による最先端のエビデンス・スキルを習得する場所でもあります。
　はじめの一歩は基礎固め、ということで企業共催を含め４つの講演を設定しました。
　ランチョンセミナーは沖縄メディカル病院の吉田貞夫先生。楽しく・幅広く栄養管理全般
のお話があります。教育講演１は諏訪赤十字病院の巨島文子先生。嚥下障害と対策について、
第一線からの講義をお願いしています。教育講演２は熊本リハビリテーション病院の吉村芳
弘先生。最近の注目領域であるリハビリテーション栄養に関して最先端の紹介をして頂きま
す。最後の特別講演は聖路加国際大学の宮坂勝之先生。静脈栄養の基本となる血管アクセス
の現状について国際的視点から解説頂きます。梅雨明け？の夏の始まり、充実した学習の１
日をお過ごし下さい。一般演題も 13 題と少なめですが興味深い内容が揃いました。活発なご
討議を期待します。

　抄録集の表紙には空（そら）の写真を挙げました。空には境界はなく、また果てなくどこ
までも続いています。栄養療法の進化・発展がこの空のように続くようにとの願いを込めま
した。
　この学術集会は例年７月下旬の開催であり、毎回クールビズでのご参加をお願いしていま
す。

　今回は上旬の開催ですが名古屋はすでに猛暑と思います。今回も軽装でのご参加をお願い
しますが、会場は予想外に冷房が効く場合もあり、上着のご用意もお忘れなく。
では、名古屋駅前でお会いしましょう！

2017 年７月
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第11回日本静脈経腸栄養学会東海支部学術集会　当番世話人
谷口　正哲（共和病院　内科）

日本静脈経腸栄養学会東海支部会
【会長】

谷口　正哲	 共和病院　内科
【世話人】

青山　　高	 静岡県立静岡がんセンター　栄養室
赤津　裕康	 名古屋市立大学医学部　総合内科
朝倉　洋平	 増子記念病院　臨床栄養課
新井　英一	 静岡県立大学食品栄養科学部　臨床栄養管理学研究室
池　　夏希	 藤田保健衛生大学病院　食養部
池松　禎人	 浜松医療センター　外科
井澤　幸子	 愛知学院大学　心身科学部　健康栄養学科
石川　敦子	 野村医院
磯崎　泰介	 聖隷浜松病院　腎センター
井谷　功典	 藤田保健衛生大学七栗記念病院　医療技術部
茨木あづさ	 大垣中央病院　看護部
伊藤　明美	 藤田保健衛生大学病院　食養部
上岡　容子	 尾鷲総合病院　栄養管理部
上葛　義浩	 藤田保健衛生大学七栗記念病院　医療技術部
榎　　裕美	 愛知淑徳大学　健康医療科学部
大川　貴正	 尾鷲総合病院　リハビリテーション部
大西真理子	 藤田保健衛生大学病院　薬剤部
大原　寛之	 藤田保健衛生大学医学部　外科・緩和医療学講座
小笠原　隆	 浜松医療センター　呼吸器内科
岡田　慶子	 公立西知多総合病院　看護局
岡本　康子	 愛知学泉大学　家政学部　家政学科
小川　　薫	 順天堂大学　保健看護学部
荻野　　晃	 国民健康保険坂下病院　薬剤部
加藤　明彦	 浜松医科大学付属病院　血液浄化療法部
加藤　弘幸	 尾鷲総合病院　外科
河北　知之	 たまき玉川クリニック	
川口　　恵	 尾鷲総合病院　看護部
川瀬　将紀	 菰野厚生病院薬剤部
川瀬　義久	 公立陶生病院　外科
川原　央好	 浜松医科大学　小児外科
岸　　和廣	 金城学院大学　生活環境学部
葛谷　雅文	 名古屋大学大学院　医学系研究科　老年科学
久保田美保子	 静岡市立静岡病院　臨床栄養科
久米　　真	 朝日大学歯学部附属村上記念病院　外科
倉田　栄里	 聖隷三方原病院　栄養課
黒川　　剛	 増子記念病院　外科
坂元　隆一	 静岡市立清水病院　リハビリテーション科
酒向　　幸	 関中央病院　薬剤科
篠田　純治	 トヨタ記念病院　内分泌科
柴田　佳久	 豊橋市民病院　外科・肛門科
島崎　　信	 関ケ原病院　消化器内科
白井由美子	 伊賀市立上野総合市民病院　栄養管理課
白石　　好	 静岡赤十字病院　外科
白木　　亮	 岐阜大学医学部附属病院　第一内科
杉浦　伸一	 同志社女子大学薬学部医療薬学科　臨床薬学教育研究センター
須崎　　真	 紀南病院　外科
鈴木　恭子	 静岡県立こども病院　栄養管理室
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園田　明子	 専門学校日本聴能言語福祉学院　補聴言語学科
祖父江和哉	 名古屋市立大学大学院医学研究科　麻酔・危機管理医学分野
高木　正和	 静岡県立総合病院　消化器センター　外科
高橋　裕司	 岐阜赤十字病院　内視鏡科
高柳　久与	 聖隷三方原病院　リハビリテーション部
武内　有城	 たけうちファミリークリニック	
竹腰加奈子	 藤田保健衛生大学七栗記念病院　看護部
竹山　廣光	 三重北医療センター
谷口　裕重	 藤田保健衛生大学医学部　歯科
谷口めぐみ	 よさみ訪問看護センター	
谷口　靖樹	 鈴鹿厚生病院　薬剤部
谷村　　学	 伊勢赤十字病院　薬剤部
都築　則正	 藤田保健衛生大学医学部　外科・緩和医療学講座
寺邉　政宏	 鈴鹿中央総合病院　緩和ケア内科
中井りつ子	 尾鷲総合病院　臨床検査部
中川　理子	 藤田保健衛生大学医学部　地域生活支援学講座
中西　敏博	 トヨタ記念病院　薬剤科
中原さおり	 鈴鹿中央総合病院　栄養管理科
中村　直人	 公立陶生病院　薬剤部
中村　典子	 聖隷浜松病院　救急センター
長谷川　潤	 名古屋逓信病院　内科
長谷川正光	 刈谷豊田総合病院高浜分院　外科
長谷川裕矢	 松波総合病院　薬剤部
早川　芳枝	 公立西知多総合病院　臨床栄養科
東口　髙志	 藤田保健衛生大学医学部　外科・緩和医療学講座
平山　一久	 浜松医療センター　消化器外科
福沢　嘉孝	 愛知医科大学病院　先制・総合医療包括センター
福本　弘二	 静岡県立こども病院　外科
福元　聡史	 トヨタ記念病院　栄養科
藤田　征志	 鈴鹿中央総合病院　薬剤部
藤本　保志	 名古屋大学医学部　耳鼻咽喉科
二村　昭彦	 藤田保健衛生大学七栗記念病院　薬剤部
堀田　直樹	 増子記念病院　内科
松尾浩一郎	 藤田保健衛生大学医学部　歯科
松本　由紀	 済生会松阪総合病院　管理栄養課
三木　誓雄	 伊賀市立上野総合市民病院　外科
村井　美代	 藤田保健衛生大学医学部　外科・緩和医療学講座
村元　雅之	 知多厚生病院　外科
毛利　靖彦	 三重大学大学院　消化管・小児外科学
森　　直治	 愛知医科大学病院　緩和ケアセンター
矢賀　進二	 尾鷲総合病院　リハビリテーション部
山口　　恵	 いなべ総合病院　薬剤部
米村　克彦	 富士宮市立病院	
渡邉　誠司	 静岡県立こども病院　神経科

【監事】
大川　　光	 尾鷲総合病院　リハビリテーション
早川麻理子	 名古屋経済大学　人間生活科学部　管理栄養学科

【顧問】
入山　圭二	 長島中央病院
長谷川史郎	 駿甲会甲賀病院　小児外科
森脇　久隆	 岐阜大学　学長

【NST代表】
清水　敦哉　	 済生会松阪総合病院　内科

【TNT代表】
伊藤　彰博	 藤田保健衛生大学医学部　外科・緩和医療学講座

※50音順　敬称略
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会場へのアクセス
■会　　　場：ウインクあいち（愛知県産業労働センター）
	 〒 450-0002　名古屋市中村区名駅4-4-38
	 TEL：052-571-6131（代表）
	 HP：http://www.winc-aichi.jp/
	 口演会場：2階「大ホール」
	 併設展示会場・ドリンクコーナー：5階「小ホール2」

　　　　　　　AP名古屋
	 愛知県名古屋市中村区名駅4-10-25
	 TEL：052-561-1109（代表）
	 HP：https://www.tc-forum.co.jp/kansai-area/ap-nagoya/
	 世話人会会場：6	階「会議室P+Q」

■地上からの経路	 ■地下からの経路

■電車をご利用の場合：（JR・地下鉄・名鉄・近鉄）名古屋駅より
◎JR名古屋駅桜通口から
　ミッドランドスクエア方面　徒歩５分
◎ユニモール地下街　５番出口　徒歩２分
　※名駅地下街サンロードからミッドランドスクエア、
　　マルケイ観光ビル、名古屋クロスコートタワーを経由　徒歩8	分

■お車をご利用の場合：名古屋高速都心環状線「錦橋」出口より約6	分
駐車場：収容台数123台
料　金：全日30分（7：00	〜 23：00）／ 250円
　　　　全日60分（23：00	〜 7：00）／ 100円
　　　　全日（入庫より24時間まで）／1,850円
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会場案内図
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ご　案　内

1 受　付
（1）ウインクあいち 2 階「大ホール」ロビーに受付デスク（一般・学生）を設置します。
（2）受付は、9：00 から開始します。

2 参加登録
（1）本学術集会に参加される方は、日本静脈経腸栄養学会東海支部会員を問わず、参

加受付を行ってください。
（2）参加費は会員・一般 1,000 円、学生は無料です（学生証の提示が必要になります）。

学術講演は参加証の提示にて無料になります。
（3）受付時に参加証（領収書付）をお渡しいたします。参加証に必要事項を記入し、

会場では必ず着用ください。
（4）日本静脈経腸栄養学会が認める地方会として 5 単位が認められます。参加証は

各自保管してご利用ください。再発行はいたしません。

3 一般演題
発表者の方へ
■ PC による発表について

（1）患者個人情報に抵触する可能性のある内容は、患者もしくはその代理人からイ
ンフォームドコンセントを得た上で、個人が特定されないように十分留意して
発表してください。

（2）発表者はご発表いただく 45 分前までに必ず PC 受付（2 階「大ホール」ステー
ジバックヤード）にお越しいただき、受付を行ってください。

（3）発表者は、セッション開始 15 分前までに、口演会場（2 階「大ホール」）内の次
演者席で待機してください。

（4）発表は、1 演題 8 分（発表 5 分、討論 3 分）です。時間厳守でお願いいたします。
（5）発表は全て PowerPoint による PC プレゼンテーションのみといたします。

【発表データ持参の注意点】
・	発表データはウィルスチェックの上、CD-R、DVD-R および USB フラッシュメ

モリでの持ち込みに限ります。
・	本学術集会終了後、データはコンピューターより責任を持って削除いたします。
・	データのファイル名は「演題番号 _ 演者名（漢字）」にしてください。
・	当日会場で用意する発表用 PC とソフトは、Windows 版 PowerPoint	2007、

2010、2013 を予定しております。
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・	やむを得ず、Macintosh を使用の場合はご自身の PC をご持参ください。この場
合、PC が D-sub15 ピンのケーブルに対応可能なことを確認してください。また、
AC アダプターもご持参ください。	

	 セッション開始 45 分前までに、PC 受付（2 階「大ホール」ステージバックヤー
ド）にて受付と PC の動作確認を済ませてください。

・	フォントは文字化けやレイアウトのくずれを防ぐため特殊なものではなく、OS
に標準装備されたものをご使用ください。

・	音声は使用できません。
・	動画は Windows	Media	Player で再生可能なものを Power	Point に挿入してく

ださい。
・	動画ファイルはリンク状態になっているため、必ず一緒にご提出ください。
・	会場での投影画面サイズは XGA（1024 × 768）=	4：3 です。

座長の先生方へ
（1）担当のセッションの開始 30 分前までに 2 階「大ホール」ロビーの「座長受付」

で受付を済ませ、セッション開始 10 分前までに口演会場（2 階「大ホール」）内
の「次座長席」にお着きください。

（2）１演題 8 分（発表 5 分、討論 3 分）で進行してください。時間厳守でお願いい
たします。

（3）計時は行いませんので、時間管理は、座長の先生にお任せいたします。

4 討論（質疑応答）
（1）質疑の採否は座長に一任いたします。
（2）発言者は、予め所定のマイク近くで待機し、所属・氏名を明らかにして簡潔明

瞭にご発言ください。

5 世話人会
時　間：11：30 ～ 12：30
場　所：AP 名古屋　6 階「会議室 P ＋ Q」

6 総会・次回当番世話人挨拶
時　間：12：45 ～ 13：00
場　所：ウインクあいち　2 階「大ホール」

7 企業展示
時　間：10：00 ～ 15：30
場　所：ウインクあいち　5 階「小ホール 2」
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8 駐車場
会場および周辺に有料駐車場はございますが駐車料金の補助はありません。駐車さ
れる場合は、各自の責任においてご利用ください。

9 その他
（1）会場内はすべて禁煙です。
（2）場内で発表される方のスライドの写真撮影ならびにビデオ撮影はお控えくださ

い。
（3）会場内でのお呼び出しはいたしませんのでご了承ください。
（4）クローク設備がありませんので、予めご了承ください。
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日　程　表
口演会場 展示会場 受付 世話人会

ウインクあいち AP名古屋
2F

大ホール
5F

小ホール2
2F

大ホール	ロビー
6F

会議室P＋Q
9:00 − 15:30

参加受付
PC受付

9:30 − 9:35
開会の挨拶

9:35 − 10:10
一般演題 1

『がん治療・チーム医療』
O-01 〜 O-04　座長：寺邉政宏 10:00 − 15:30

企業展示

10:10 − 10:45
一般演題 2

『口腔・嚥下機能』
O-05 〜 O-08　座長：二村昭彦

10:45 − 11:25
一般演題 3
『症例報告』

O-09 〜 O-13　座長：伊藤彰博

11:30 − 12:30

世話人会
11:45 − 12:45

ランチョンセミナー
座長：竹山廣光
演者：吉田貞夫

共催：	株式会社大塚製薬工場	
イーエヌ大塚製薬株式会社

12:45 − 13:00
総会

13:00 − 13:50
教育講演 1

座長：谷口正哲
演者：巨島文子

14:00 − 14:50
教育講演 2

座長：篠田純治
演者：吉村芳弘

15:00 − 15:50
特別講演

座長：東口髙志
演者：宮坂勝之

15:50
閉会の挨拶
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プログラム

開会挨拶　9：30 ～ 9：35
当番世話人：谷口　正哲　共和病院　内科

一般演題1『がん治療・チーム医療』　9：35 ～ 10：10
座長：寺邉　政宏　鈴鹿中央総合病院　緩和ケア内科

O-01	 がん化学療法患者に対する管理栄養士介入の工夫

公立陶生病院　ＮＳＴ　加藤　郁子　他

O-02	 急性期大学病院におけるNST支援システム導入後の効果

藤田保健衛生大学病院　看護部　田村　茂　他

O-03	 HACCPの手法に基づく「故意での病院食異物混入」リスク低減の
試み

聖隷浜松病院　総合診療内科　渡邊　卓哉　他

O-04	 悪性リンパ腫治療に用いる自家造血幹細胞移植前処置 ICE療法と
MCEC療法の栄養関連有害事象と臨床効果の比較

静岡がんセンター　栄養室　青山　高　他

一般演題2『口腔・嚥下機能』　10：10 ～ 10：45
座長：二村　昭彦　藤田保健衛生大学医学部　外科・緩和医療学講座

O-05	 地域の摂食嚥下障害患者の相談窓口の設置と多職種協働サポートの
試み

たけうちファミリークリニック　武内　有城　他

O-06	 薬剤性嚥下障害による経管栄養から完全経口摂取まで回復した１症例

寿光会中央病院　歯科　倉田　周幸

O-07	 周術期口腔機能管理の導入・取り組み

久美愛厚生病院　片桐　美幸　他

O-08	 嚥下障害を伴う皮膚筋炎症例の栄養投与方法

三重大学医学部附属病院　救命救急センター　岩下　義明　他
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一般演題3『症例報告』　10：45 ～ 11：25
座長：伊藤　彰博　藤田保健衛生大学医学部　外科・緩和医療学講座

O-09	 胃切除後患者のビタミンB1、B12について

刈谷豊田総合病院高浜分院　長谷川　正光　他

O-10	 高蛋白投与によりTube	feeding	syndromeを呈したくも膜下
出血の一例

JA 三重厚生連鈴鹿中央総合病院　薬剤部　小西　喜昭　他

O-11	 経口摂取と在宅中心静脈栄養を併用した強皮症に伴う偽性腸閉塞の
一例

済生会松阪総合病院 NST　管理栄養課　前田　はつ美　他

O-12	 水疱性類天疱瘡にてステロイド使用中の糖尿病患者での病態変化に
対して栄養介入を行った一例

聖隷福祉事業団　聖隷浜松病院　栄養課　久保田　智子　他

O-13	 多職種による集学的治療で救命した広範囲大腸壊死	宿便性閉塞性大
腸炎の1例	－ 3D-CTによる大腰筋体積計測－

浜松医療センター　消化器外科　平山　一久　他

ランチョンセミナー　11：45 ～ 12：45
座長：竹山　廣光　JA 三重厚生連　三重北医療センター　センター長

笑ってためになる！	
超高齢化時代における経腸栄養管理と合併症対策のアイデア

医療法人真徳会　沖縄メディカル病院　副院長　吉田　貞夫

共催：株式会社大塚製薬工場
イーエヌ大塚製薬株式会社

総会　12：45 ～ 13：00
当番世話人：谷口　正哲　共和病院　内科

第11回日本静脈経腸栄養学会抄録.indd   11 17/06/16   10:15



− 12 −

教育講演1　13：00 ～ 13：50
座長：谷口　正哲　共和病院　内科

高齢者における摂食嚥下障害

諏訪赤十字病院　リハビリテーションセンター　部長　巨島　文子

教育講演2　14：00 ～ 14：50
座長：篠田　純治　トヨタ記念病院　内分泌科

サルコペニア診療ガイドライン (作成中 ) とリハビリテーション栄養の実践

熊本リハビリテーション病院　リハビリテーション科　副部長　吉村　芳弘

特別講演　15：00 ～ 15：50
座長：東口　髙志　藤田保健衛生大学医学部　外科・緩和医療学講座

安全で苦痛のない静脈注射に向けて「実践基準」の提案

聖路加国際大学大学院　周麻酔期看護学　特任教授　宮坂　勝之

閉会挨拶　15：50 ～
当番世話人：谷口　正哲　共和病院　内科
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特 別 講 演
「安全で苦痛のない静脈注射に向けて「実践基準」の提案」

教育講演１
「高齢者における摂食嚥下障害」

教育講演２
「サルコペニア診療ガイドライン（作成中）と

リハビリテーション栄養の実践」

ランチョンセミナー
「笑ってためになる！

超高齢化時代における経腸栄養管理と合併症対策のアイデア」
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静脈注射は、日常臨床の中で最も頻繁に行われる医行為であるが、安全な施行が最優先課題であ
ることは当然としても、侵襲的行為であるだけに伴う穿刺痛あるいは行動制限などの苦痛の軽減に
はあまりに注意が払われてきてない。感染対策や栄養管理、あるいは投与薬剤の内容、超音波装置
を使った挿入法などには相当に関心が高く多くの研究会、学会が存在し､ 情報が交換されているこ
とを考えると著しくバランスを欠いている。本来、患者の痛みに敏感であるべき小児医療あるいは
麻酔医療に関わる医師や看護師でさえ、「注射の痛みくらいは我慢」という強い風潮の存在は否めない。

そもそも医療者は、医療機関を受診さえしないニーズは把握しにくいこともあり、わが国に正確
な統計は存在しないが、2001 年の米国の世論調査では人口の 20% が注射あるいは注射針恐怖症をか
かえているとされる。1）先端恐怖症の大半が過去の被害体験に基づくものであり、単に注射時の苦痛
だけでなく、以後の医療受診回避行動にもつながることを考えると、注射に伴う苦痛の回避は国民
の健康にとっては､ 深刻な問題である。

以上に鑑み、2014 年 4 月に注射の中でも圧倒的に頻度の高い末梢静脈穿刺、留置を中心に、全て
の静脈穿刺がもたらす患者の苦痛軽減に焦点を合わせ職種組織横断的に検討する日本 VAD コンソー
シアムを立ち上げるべく呼び掛けを行ない、ワーキンググループの議論を経て「輸液カテーテル管
理の実践基準」の発刊に至った。2）わが国にこれまでこうした研究組織がない中で研究も少なく、ま
た多くの実践が CDC などの海外の根拠に依存し、必ずしも日本の臨床の実状を反映しない。とはい
え日本の現状の追認では進歩につながらないことから、好ましい医療は proactive に取り込むという
目的を持って、Delphi 法により合意が形成を行った。

この実践基準は、完成した権威あるガイドラインではなくいわば「叩き台」であり、今後多領域
の意見を集約して改訂をすすめて行きたい。既に、より安全な、そして頻回の穿刺を避ける目的で
の PICC カテーテルの選択などの考えは日本医療安全調査機構の提言 3）にも組み入れられるなど、
成果をもたらしつつある。実践基準の概要を本講演の中で紹介し、皆様のご批判を仰ぎたい。

参考文献
1）Gallup	Poll	Survey:	What	scares	Americans	most?	It	 isn't	 the	dark,	or	thunder	and	 lightning,	or	even	

flying	on	an	airplane.	March	19,	2001
2）日本 VAD コンソーシアム：輸液カテーテル管理の実践基準 ;	輸液治療の穿刺部位・デバイス選択とカテー

テル管理ガイドライン .	南山堂 ,	2016
3）日本医療安全調査機構：医療事故の再発防止に向けた提言　第 1 号「中心静脈穿刺合併症に係る死亡の分

析―第 1 報―」,	2017

特別講演

安全で苦痛のない静脈注射に向けて「実践基準」の提案

聖路加国際大学大学院　周麻酔期看護学　特任教授
日本VADコンソーシアム代表
宮坂　勝之

座長：東口　髙志（藤田保健衛生大学医学部　外科・緩和医療学講座）
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略　　歴

氏 名　：	 宮
みや

　坂
さか

　勝
かつ

　之
ゆき

学 歴　：	 1970 年　国立小児病院麻酔科医員
	 1969 年　信州大学医学部卒
	 1970 年　国立小児病院麻酔科医員
	 1973 年　トロント大学医学部
	 	 トロント小児病院集中治療部クリニカルフェロー
	 1974 年　ペンシルバニア大学医学部
	 	 フィラデルフィア小児病院麻酔集中治療部フェロー
	 1975 年　トロント大学医学部麻酔科臨床講師
	 	 トロント大学医学部呼吸生理研究室 HFO 研究に従事
	 1977 年　ハーバード大学医学部
	 	 マサチューセッツ総合病院（MGH）呼吸 ICU 臨床フェロー
	 1977 年　国立小児病院麻酔科医員
	 1985 年　小児医療研究センター病態生理研究室長
	 1988 年　国立小児病院麻酔科医長
	 1999 年　トロント大学医学部 AW	Conn 麻酔集中治療客員教授
	 2000 年　国立成育医療センター医療情報システム準備室長
	 2002 年　国立成育医療センター手術集中治療部長
	 2006 年　長野県立こども病院院長
	 2010 年　聖路加看護大学大学院　周麻酔期看護学　特任教授
	 2011 年　聖路加国際メディカルセンター聖路加国際病院　周術期センター長
	 2015 年		聖路加国際病院　特別顧問
	 聖路加国際大学大学院　周麻酔期看護学　特任教授

学会・役職など　：	 	医学博士，日本麻酔科学会認定麻酔科指導医，日本集中治療医学会認定専
門医，米国麻酔学会認定専門医（DABA），米国小児科学会専門医（FAAP），
米国胸部学会専門医（FCCP），日本医師会認定産業医，AHA 認定小児二次
救命処置（PALS/BLS）コースディレクター，日本 VAD	コンソーシアム　
代表世話人，日米医学医療交流財団（JANAMEF）理事，日本小児集中治
療研究会（JSPICC）理事，日本麻酔科学会名誉会員，日本小児麻酔学会名
誉会員，日本集中治療医学会名誉会員，など

受 賞 歴　：	 新医療技術財団	井上春成賞
	 日本麻酔科学会　山村秀雄賞
	 経済産業省　第 4 回ものづくり日本大賞　経済産業大臣賞　など
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高齢者では加齢に伴い、嚥下機能の生理的な変化をきたす。一方、脳血管障害や変性疾患などを

合併することが多く、原疾患により嚥下障害を生じることがある。一方、廃用性筋萎縮やサルコペ

ニアをみとめることもあり、嚥下障害をきたすことがある。また、高齢者では多剤を内服している

症例もあり、嚥下障害の原となる薬剤には注意する。

摂食嚥下障害が存在すると低栄養と脱水をきたし，呼吸器感染症の罹患率が高くなる。嚥下障害

のある高齢者では，窒息・誤嚥などの合併症が出現しやすく、リスク管理を要する。

加齢に伴う嚥下機能の変化や原疾患による嚥下障害の特徴を知り、摂食嚥下障害の病態を理解す

る必要がある。問診、診察、評価などを行い、反復唾液嚥下テスト、改訂水飲みテスト、食物テス

トなどの簡易検査や簡易嚥下誘発試験や頸部聴診法などを適切に施行する。必要であれば嚥下内視

鏡検査や嚥下造影検査などを行い評価する。

摂食嚥下障害への対応は水分・栄養管理，阻害因子の除去，口腔ケア，食品調整，体位の調整，

リハビリテーション訓練，手術治療などがある。リハビリテーションは残存機能を生かした生活の

工夫や環境調整，精神的サポートなど広いアプローチである。口腔ケアや呼吸リハビリテーション

を併用して誤嚥を予防し，栄養管理を行い安全な経口摂取を目指す。全身状態を考慮して病態に応

じた訓練を施行して対応や治療を行う。嚥下関連筋の筋力トレーニング，嚥下反射の誘発などの基

礎訓練を行いながら，姿勢調整・食品調整により誤嚥を予防して直接訓練を進める。また、疾患によっ

ては電気刺激治療・磁気刺激療法、外科治療などの治療も検討する。

教育講演1

高齢者における摂食嚥下障害

諏訪赤十字病院　リハビリテーションセンター　部長
巨島　文子

座長：谷口　正哲（共和病院　内科）
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略　　歴

氏 　 名　：　巨　島　文　子

学 　 歴　：　1989 年 3 月卒業　浜松医科大学　医学部　医学科

学 　 位　：　医博論　第 512 号　2014 年３月７日

職 　 歴　：　1989 年 6 月　浜松医科大学　第一内科
	 1990 年 6 月　東京都健康長寿医療センター　感染症科
	 1992 年 6 月　横浜労災病院　神経内科
	 1996 年６月　京都第一赤十字病院　神経内科　医長
	 2012 年 4 月　リハビリテーション科　部長
	 2017 年 4 月　諏訪赤十字病院　リハビリテーション科　部長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　現在に至る

学会及び社会活動　：　日本神経学会　専門医　
	 日本内科学会　認定医　
	 日本リハビリテーション学会　臨床認定医
	 日本静脈経腸栄養学会　認定医　評議員
	 日本嚥下医学会　理事
	 日本摂食嚥下リハビリテーション学会　評議員　認定士
	 日本嚥下障害臨床研究会　世話人
	 日本神経筋疾患　摂食・嚥下・栄養研究会　世話人
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高齢者は患者によって疾患治療の効果に個体差が大きい。同じように治療してもかえって調子が

崩れてしまう患者に遭遇し困惑した経験も少なくない。年齢と関係なく「弱々しい」印象の患者は、

たとえ治療が滞りなく終了しても、合併症を併発しやすく、リハによる機能改善が不十分である。

従来、それは印象に過ぎなかったが、その印象を「見える化」したのがサルコペニアの概念である。

高齢者の骨格筋量の減少がある一定以上に進行すると、転倒や要介護状態、合併症の頻度、死亡の

リスクなどが高まることが明らかになり、2010 年前後より EWGOSP をはじめとして、欧米より相

次いでサルコペニアの診断基準が提唱された。2014 年には AWGS によるアジア人のための診断基準

も提唱され、サルコペニアの基礎的・臨床的研究が世界中で活発となっている。

サルコペニアの治療は原因に応じて行い、運動、栄養、薬剤、疾患治療などが対策の中心である。

サルコペニアの原因としては、原発性の加齢に加えて、二次性の低活動、低栄養、疾患 ( 侵襲、悪液

質、原疾患 ) を EWGSOP が提唱している。加齢がサルコペニアの中心的原因でることは疑いようが

ないが、リハ高齢者に多く合併するサルコペニアには二次性の原因を多く認め、かつ複数の原因が

重複して存在している可能性がある。

リハ高齢者には低栄養とサルコペニアの合併が多い。リハ高齢者の低栄養とサルコペニアの有症

率はそれぞれ 49 − 67％、40 − 46.5% と報告されている。低栄養とサルコペニアはいずれもリハの

帰結や身体機能と負の関連がある。回復期のリハの対象となる身体障害の原因には、脳卒中、転倒

による大腿骨近位部骨折、廃用症候群などが挙げられ、いずれの疾患群にも低栄養、サルコペニア

の合併が多い。それゆえ、回復期のリハを行う高齢者に対してはリハ栄養のコンセプトが重要である。

リハ栄養とは、ICF による全人的評価と栄養障害・サルコペニア・栄養素摂取の過不足の有無と原

因の評価、リハ栄養診断・ゴール設定を行ったうえで、障害者やフレイル高齢者の栄養状態・サル

コペニア・フレイルを改善し、機能・活動・参加、QOL を最大限高める「リハからみた栄養管理」

や「栄養からみたリハ」である。

リハ栄養の対象となるのは狭義の PT・OT・ST による「リハ」を行う患者だけでない。医原性サ

ルコペニアを予防・改善するために行う身体的・心理的ケアすべてを含んでいる。看護師や介護福

祉士が行う日常的な利用や排泄、セルフケア支援も「リハ」である。そのため、リハ栄養はすべて

の医療スタッフが理解しておくべきコンセプトでありスキルである。

教育講演2

サルコペニア診療ガイドライン（作成中）と
リハビリテーション栄養の実践

熊本リハビリテーション病院
吉村　芳弘

座長：篠田　純治（トヨタ記念病院　内分泌科）
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略　　歴

氏 　 名　：　吉　村　芳　弘

所 　 属　：　熊本リハビリテーション病院リハビリテーション科副部長
	 栄養管理部部長 NST チェアマン医師
	 専門：高齢者リハビリテーション臨床栄養サルコペニア

職 　 歴　：　1975 年　熊本県水俣市生まれ
	 2001 年　熊本大学医学部卒業
	 2001 年　東京女子医大心臓血管外科レジデント
	 2003 年　熊本大学医学部外科医員
	 2013 年　熊本リハビリテーション病院医員
	 2014 年　熊本リハビリテーション病院栄養管理部部長
	 2015 年　熊本リハビリテーション病院リハビリテーション科副部長

学会・研究会・役職など　：　日本静脈経腸栄養学会認定医，学術評議員，TNT 講師
	 日本静脈経腸栄養学会九州支部会世話人
	 日本リハビリテーション医学会認定臨床医，専門医
	 ESPEN（欧州臨床栄養代謝学会）会員，European	ESPEN	Diploma
	 日本サルコペニア・フレイル学会理事，学会誌「JJASF」編集委員長
	 サルコペニア診療ガイドライン作成委員
	 日本リハビリテーション栄養研究会世話人
	 日本老年医学会会員
	 PEG ケアカンファレンス熊本世話人
	 熊本 NST 研究会世話人
	 熊本看護専門学校非常勤講師
	 熊本市介護認定審査会委員（座長）

受 賞 歴　：　第 28 回日本静脈経腸栄養学会フェローシップ賞（2013 年筆頭演者）
	 第 32 回日本静脈経腸栄養学会フェローシップ賞（2017 年共同演者）
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超高齢社会に突入した我が国のケアの現場では、サルコペニアの進行によるＡＤＬの低下、転倒・

骨折や、肺炎などを発症し、寝たきり、長期入院となるリスク（フレイルティ）、認知症の高齢者の

食事摂取困難といった問題がクローズアップされています。

誤嚥性肺炎や、サルコペニア、認知症などにより経口摂取が困難となった高齢者に対して、胃瘻

や経鼻胃管などから経腸栄養を行うこともありますが、高齢者は、経腸栄養管理中も、胃食道逆流

や嚥下機能低下のための不顕性誤嚥などのために肺炎を発症することも少なくありません。また、

全身状態の悪化、免疫力の低下から、敗血症などの重症の感染症を発症することもあり、その後の

治療に難渋することもあります。高齢者は、もともと糖尿病や腎機能障害などの合併症を有してい

る場合があり、血糖管理やタンパク質の過剰投与などにも配慮が必要です。こうした高齢者に安全

に経腸栄養を行うためには、半固形化や、成分、投与速度の見直し、投与時のポジショニング、排

便管理などの工夫が重要となります。

近年、高齢者施設や在宅などで経腸栄養を行う高齢者も増加しています。高齢者施設や在宅では、

限られたマンパワーで、安全にケアが行えるとともに、コストの負担を減らすことも重要です。

本セミナーでは、高齢者における経腸栄養管理と合併症対策のアイデアについて、笑いを交えな

がら、楽しくご紹介していきたいと思います。

共催：株式会社大塚製薬工場
イーエヌ大塚製薬株式会社

ランチョンセミナー

笑ってためになる！　
超高齢化時代における経腸栄養管理と合併症対策のアイデア

医療法人真徳会
沖縄メディカル病院　副院長
吉田　貞夫

座長：竹山　廣光（JA三重厚生連　三重北医療センター　センター長）
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略　　歴

氏 　 名　：　吉　田　貞　夫

略 　 歴　：　平成 3 年	 筑波大学医学専門学群卒
	 平成 9 年	 筑波大学大学院博士課程医学研究科卒、医学博士。
	 平成 15 年	 日本外科学会外科専門医
	 平成 26 年	 日本静脈経腸栄養学会学術評議員、代議員
	 	 金城大学客員教授
	 平成 27 年	 現職　日本静脈経腸栄養学会指導医
	 平成 29 年	 日本静脈経腸栄養学会理事
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【目的】平成 28 年４月の診療報酬改定により栄
養食事指導算定対象ががん患者にも広がった。
そこでがん化学療法患者 100 人に対して問診調
査を行ったところ、高率に消化器症状を呈する
にもかかわらず、現実には栄養障害の自覚が薄
く栄養指導の希望も少ないという結果であった。
いかに栄養管理の介入をすべきか、初動の介入
方法を模索したので報告する。
【方法】平成 28 年度から上記問診によるがん化
学療法患者の希望者に対し、外来化学療法室に
管理栄養士が出向いて栄養指導を行った。平成
29 年度からは初回化学療法導入の入院時に栄養
指導を行う方法へ変更した。
【結果】平成 28 年度の栄養指導を行った外科の
がん化学療法患者は 48 人、月平均 4 人であった。
全体数の増加はなかったが、入院中に化学療法
を行う患者に対する指導の依頼が徐々に増加し
た。平成 29 年度より化学療法導入の入院時指導
に変更したところ、10 人 / 月と増加し栄養指導
が周知され、がん患者の意識も上がってきた。
【考察】栄養障害のリスクの高いがん化学療法の
患者に対し、管理栄養士が出向いて栄養指導を
行う場を外来化学療法室から化学療法を行う病
棟へ移すことにより、より早い段階で栄養管理
の介入が可能となり、その後の栄養相談が気軽
に受けられる体制作りができつつあると思われ
る。

【緒言】当院は 1338 床、45 病棟を有する急性期
病院で、PPM- Ⅲ方式を用いた全科型 NST を導
入している。2015 年 3 月より、栄養管理の一元
化、業務の効率化、NST サポート加算増加など
を目的として、栄養状態の自動スクリーニング
および栄養管理プランニング（定期的評価、投
与栄養成分決定）の支援機能を搭載した NST 支
援システム（以下：新システム）を導入している。
新システム導入後、2 年が経過し、その実績及び
効果を報告する。
【方法】新システム導入前 1 年間と導入後 2 年間
の①新規依頼件数、②回診件数、③ NST サポー
ト加算件数を調査し、新システム導入前後の効
果について検討した。
【結果及び考察】①新規依頼件数（新システム導
入前→導入 1 年目→導入 2 年目）：753 件→ 1179
件→ 1319 件、②回診件数：1428 件→ 2159 件
→ 2422 件、 ③ 加 算 件 数：1216 件 → 1979 件
→ 2353 件とそれぞれ増加した。新システムのス
クリーニング機能により、栄養管理を必要とす
る患者の抽出が簡便化され、依頼件数、回診件数、
および加算件数が増加した。また栄養プランニ
ング支援機能により、実施報告書の記載等に費
やしていた時間が短縮され、回診時間が確保さ
れたことも、回診件数・加算件数のさらなる増
加に寄与した。回診機会が増えることで、各病
棟とのディスカッションも積極的になり、院内
栄養サポートの質向上に繋がったと考える。

公立陶生病院 NST
加藤郁子　川瀨義久　中村直人　山田三枝

1. 藤田保健衛生大学病院 看護部，2. 藤田保健衛
生大学 外科・緩和医療学講座，3. 藤田保健衛生
大学病院 食養部，4. 藤田保健衛生大学病院 薬剤
部，5. 藤田保健衛生大学医学部 歯科・口腔外科
田村　茂1　東口髙志2　浦崎優子1　濱本憲佳1　
橋詰　亮1　伊藤明美3　池　夏希3　大西真理子4

岡本美英子5　村井美代2　大原寛之2

一般演題1『がん治療・チーム医療』

O-01	 	がん化学療法患者に対する管理栄
養士介入の工夫

	

O-02	 	急性期大学病院におけるNST 支
援システム導入後の効果

	

O-01〜 O-04 座長：寺邉　政宏（鈴鹿中央総合病院　緩和ケア内科）
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【緒言】近年、薬剤、病院食への故意による異物
混入が疑われる事象が相次ぎ、当院の病院食提
供の考え方にも少なからぬ危機感をもたらした。
毛髪や他の食材の混入等不作為での異物混入を
防ぐ試みは栄養管理委員会、栄養課で検討がな
されてきたが、故意での異物混入を想定した対
応は未実施であった。今回、HACCP（Hazard	
Analysis	and	Critical	Control	Point）の手法を参
考に試験的な改善を図ったので、未だ途上では
あるが情報の共有を目的に報告する。
【方法】栄養課、看護部、安全管理室、感染管理
室、施設課、建築準備室、総務課の多部署多職
種からなる HACCP チームを結成し、食材の搬
入から患者の手元に病院食が届くまでの工程で、
故意による異物混入の可能性を抽出し対策を検
討した。
【結果】栄養課から病棟に配膳車が受け渡され、
ベッドサイドに病院食が配膳されるまでの過程
で、職員の目が離れる機会を見いだし、配膳車
の施錠管理、監視カメラの設置を試験的に導入
した。また、検査、処置により延食となる患者
の病院食を一時保管する全ての冷蔵庫を施錠可
能とした。
【考察】HACCP の手法に基づき、多職種チーム
で病院食提供の工程を分析することで、患者安
全への重大なリスクに対し、実現可能性の高い
対応を迅速に選択して実施するとともに、多職
種チームを形成し病院全体で対応する姿勢を明
示することができた。

【目的】栄養パスを用いて Autologous	Peripheral	
Blood	Stem	Cell	Transplantation:	Auto-PBSCT
前処置 ICE 療法と MCEC 療法の栄養関連有害事
象と臨床効果を比較検討する。
【対象】2007 年から 2012 年までに Auto-PBSCT
を受けた 28 例とした。
【方法】ICE 療法 14 例（非ホジキン：8 例）と
MCEC 療法 14 例（10 例）において以下の評価
項目を調査した。両群の栄養出納、生着日、在
院日数を調査した。経時的な CTCAE（栄養
関連有害事象；severity	score）と経口摂取熱
量を比較した。両群の在院日数と Parenteral	
Nutrition：PN 期間の関連を調査した。両群の総
供給熱量に占める PN のエネルギー比率と経口
摂取熱量の関連を評価した。両群の Ann	Arbor	
stage と 5 年生存率を比較した。
【結果】MCEC 療法に比して ICE 療法では経口
摂取熱量、在院日数が有意に改善していた（p	=	
0.0017,	p	=	0.0001）。MCEC 療法に比して ICE 療
法の生着日は遅延していたが、severity	score と
経口摂取熱量は軽減していた。両群で PN 期間
と在院日数、総供給熱量に占める PN エネルギー
充足率と経口摂取熱量は相関していた（r	=	0.93;	
p	<	0.0001,	r	=	0.95;	p	<	0.0001,	r	=	− 0.73;	p	=	
0.003,	r	=	− 0.76;	p	=	0.002）。両群の Ann	Arbor	
stage と 5 年生存率に差はなかった（p	=	0.0625,		
p	=	0.1355）。
【結論】ICE 療法は MCEC 療法に比して severity	
score を軽減でき、長期生存に差がなかった。ま
た、在院日数は短縮し医療資源の節減につなが
る可能性が認められた。

聖隷浜松病院　1. 総合診療内科，2. 栄養課， 
3. 建築準備室，4. 施設課，5. 安全管理室，6. 看
護部管理室，7. 総務課
渡邊卓哉 1　伊藤小百合 2　沖原俊宏 3　
影山博邦 4　高塚由紀子 5　中野由美子 6　
若野倫義 7

1. 静岡がんセンター 栄養室，2. 香川大学 医学部，
3. 静岡県立大学 食品栄養科学部，4. 静岡がんセ
ンター 血液・幹細胞移植科
青山　高 1　今滝　修 2　新井英一 3　池田宇次 4

O-03	 	HACCPの手法に基づく「故意で
の病院食異物混入」リスク低減の
試み

O-04	 	悪性リンパ腫治療に用いる自家造血幹細
胞移植前処置 ICE 療法とMCEC療法
の栄養関連有害事象と臨床効果の比較
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【目的】東海 HEI 和マニアは愛知県で食支援に
関わる 4 団体からなり、2015 年 1 月に「第 1 回
東海摂食栄養フォーラム」を開催した（参加者
408 名）。その後、参加団体も三重、岐阜に広げ
7 団体で 2016 年 12 月に第 2 回を開催した（参加
者 293 名）。嚥下食の基準の統一や摂食嚥下介助
のマニュアルを発行し、東海地区の摂食嚥下障
害患者の栄養支援を行ってきた。今回、摂食嚥
下障害患者の相談支援窓口を設け、多職種が協
働して支援にあたる体制の取り組みについて報
告する。
【活動経緯】摂食嚥下障害患者の相談支援窓口「ス
ワローサポート」を設置し、患者・家族からだ
けでなく介護職などの全ての職種からの相談に
対し、情報収集と個別指導や治療の助言を行う。
2017 年 2 月より相談窓口を開設し、4 月から活
動している。今後は、定期的に症例検討会を開
催し、情報共有と評価の均てん化を図り、施設
を超えた臨時摂食嚥下相談チームなどで指導に
あたる予定である。
【考察】「嚥下難民」といわれる患者に対応し、
その患者に関わるスタッフへの啓蒙が期待でき
る。病院や施設に所属する専門職から意見を集
し、より幅広い地域活動への足掛かりが期待さ
れる。問題点としては、所属施設との関連性や
個人の責任、報酬などである。
【結語】嚥下障害患者の相談窓口の設置により、
患者家族への支援だけでなく、在宅医療におけ
る嚥下評価を含めた人材不足の解決、シームレ
スな病院、施設、診療所間の人材交流が期待で
きる。

【目的】高齢者に精神症状の緩和や認知機能の改
善のため、向精神薬が選択される事は臨床的に
多く見られる。今回、薬剤性嚥下障害と診断され、
休薬にて経管栄養から完全経口摂取まで回復し
た一例を報告する。
【症例】76 歳 女 性。 身 長：144.7cm、 体 重：
40.5Kg、入院時の BMI：19.3、ALB：3.7 ｇ /dl、
要介護２。201〇年1月頭部外傷にて他院を経て、
2月に当院に入院。窒息の既往あり。薬剤性のパー
キソニズムと診断され、ジプレキサやタモスリ
ンなどの薬剤が中止となる。口唇のジスキネジ
アの改善は困難と予想されていた。
【経過】当院でトロミ付きゼリー食 ( 以下ソフト
食 ) にて嚥下困難、ムセを認めた為、経管栄養
適応となる。2 月時点で口唇の閉鎖は不可能で
ありジスキネジアを認め、RSST：１回 /30 秒、
MWST：１点で流唾を認めた。歯科治療にて口
腔内の環境整備を行った。徐々に嚥下機能は改
善し、６月に嚥下内視鏡検査を行った。DSS ４
点と判断し、１回 / 日のソフト食から開始し、
全量経口摂取可能となる。体調も安定し８月施
設退院となった。
【考察及び結論】当初は、本人や家族の希望する
状態と嚥下機能との乖離が大きかった。意欲的
にリハビリも行いながら入院生活を過ごしてい
た。嚥下機能も徐々に回復し、発声や嚥下運動
も改善を認めた。一度の評価で決めつける事無
く、患者の変化をきちんと診て行く事が重要で
あると改めて感じた。

1. たけうちファミリークリニック，2. 愛知県がんセン
ター中央病院，3.トヨタ記念病院，4. 名古屋記念病
院，5. 旭労災病院，6. 坂井歯科医院，7. ㈱セカンド
エッグ，8. 東海学園大学，9. 鈴鹿医療科学大学
武内有城1　長谷川千扇1　青山寿昭2　福元聡史3

中西敏博3　田所史江4　山本美和5　坂井謙介6　
竹味由芙子7　徳永佐枝子8　中東真紀9

寿光会中央病院 歯科
倉田周幸

一般演題2『口腔・嚥下機能』

O-05	 	地域の摂食嚥下障害患者の相談窓
口の設置と多職種協働サポートの
試み

O-06	 	薬剤性嚥下障害による経管栄養か
ら完全経口摂取まで回復した１症
例

O-05〜 O-08 座長：二村　昭彦（藤田保健衛生大学医学部	外科・緩和医療学講座）
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【はじめに】悪性腫瘍手術患者に対する周術期口
腔機能管理（以下：周管と略）が、術後の早期
回復、合併症の予防につながることが近年報告
されている。しかし、歯科を標榜していない病
院での周管の導入は、比較的困難と考えられる。
当院は、歯科を標榜していないが、近隣歯科医
師の協力により2016年 8月より周管を導入した。
今回、周管の導入にかかわる我々の具体的な取
り組みを報告する。
【導入に向けた取り組み】周管は術前の歯科受診、
術後入院中の NST による口腔管理、術後の歯科
受診が必要である。そのため、地域の歯科医師
会理事に周管について説明し、歯科医師会の協
力を依頼、さらに当院医事課を通じて周管のシ
ステムの構築、および報告書のフォーマットを
作成した。当院外来担当医に対し、悪性腫瘍患
者の術前歯科紹介および退院時の経過報告を依
頼した。患者に対しても退院後の歯科受診につ
いて説明した。
【結果】2016 年 8 月から 2017 年 3 月までに行っ
た 70 例の全身麻酔下悪性腫瘍待機手術症例のう
ち 39 例（55.7%）に周管を実施した。手術日で	
35	例ずつ前期群と後期群に分類すると、周管の
実施率はそれぞれ	45.7%、65.7%（p=0.148）と後
期群で増加傾向を認めた。
【結論】歯科を標榜していない当院においても、
周管は特に問題なく導入しえた。今後も、地域
の歯科医師と連携し周管を定着させ、より良い
周術期管理を目指していきたいと考えている。

【はじめに】皮膚筋炎は骨格筋の慢性炎症を来す
膠原病であり、咽頭筋群の萎縮や食道入口部の
開大不全により、一過性に嚥下障害を来すこと
があり、栄養投与方法に難渋する。当院におけ
る嚥下障害を伴う皮膚筋炎症例の経過を検討し
た。
【方法】2015 年 4 月から 2017 年 2 月までの 2 年
間に当院で経験した嚥下障害を伴う皮膚筋炎症
例を対象とした。診療録より、絶食期間、栄養
投与方法と、アルブミン値などを検討した。
【結果】対象期間に 3 例の嚥下障害を伴う皮膚
筋炎症例を経験した。経口食事摂取中止から嚥
下直接訓練開始までの平均期間は 88.7 日、経口
食事摂取中止から経腸栄養終了までの平均期間
は 114.3 日であった。3 例中 2 例で初回入院時に
胃瘻造設を行っていた。入院時のアルブミン値
の平均値は 3.0g/dL で、退院時は 3.3g/dL と改
善していた（p=0.05）。1 例は初回入院時は経鼻
チューブで管理されたが、退院 2 か月後に再入
院となり、胃瘻造設を行った。
【考察】本検討では絶食開始から直接嚥下訓練開
始まで約 3 ヵ月を要し、その後も約 1 か月は経
腸栄養を併用していた。経鼻チューブは一般に 2
～ 3 ヵ月までの使用が望ましく、また、嚥下の
妨げともなる。本検討では退院時のアルブミン
値も改善しており胃瘻を含む栄養管理は有用で
あった。
【結語】皮膚筋炎に伴う嚥下障害は回復まで 3 か
月以上を要するため胃瘻造設しての経腸栄養が
有用である。

1. 久美愛厚生病院，
2. おおのま歯科クリニック
片桐美幸 1　加藤健宏 1　山下　栄 1　
大埜間勉 2

三重大学医学部附属病院　1. 救命救急センター，
2. 栄養診療部，3. 看護部，4. 薬剤部，5. 臨床検
査部，6. 糖尿病・内分泌科
岩下義明1　手島信子1,2　宮村みさ子2　服部雅子2

三澤雅子2　松田未来子3　水谷典子3　
小寺恵美子5　山田真帆4　矢野　裕6

O-07	 	周術期口腔機能管理の導入・取り
組み

	

O-08	 	嚥下障害を伴う皮膚筋炎症例の栄
養投与方法
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胃全摘後は内因子の欠乏により数年後にビタミ
ン B12（VB12）欠乏が起こる、と言われている
が胃切除後についてはあまり注意が払われてい
ない。またビタミン B1（VB1）についてはアル
カリ性下では不安定になるが胃切後患者の長期
にわたる濃度変化はほとんど知られていない。
当院、通院中・入院中の胃切後患者のビタミン
B1、B12 の状態を検討した。
【症例１】十二指腸潰瘍にて 30 年以上前に胃切
除施行した 80 歳代経管栄養患者。誤嚥性肺炎
にたいし経鼻経管栄養開始、状態安定後転院。
転院時メチコバール 500 μ g × 3 を内服 VB1	
62ng/ml	VB12	1500 ↑ pg/ml、ビタメジン× 3
に変更 231	ng/ml、1500 ↑ｐ g/ml	1Cup にした
ところ 110	ng/ml、1080pg/ml となった。
【症例 2】胃癌にて 16 年前に胃切除施行した
90 歳代患者、末梢神経炎に対してアリナミン
F25mg 投与 VB1	79ng/ml	VB12	130pg/ml、ビ
タメジンに変更 105ng/ml、902 ｐ g/ml。
【症例 3】胃癌にて 19 年前に胃切除施行した 80
歳代患者 VB1	51ng/ml	VB12	220pg/ml。
【症例 4】胃癌にて 8 年前に胃切除施行した 70
歳代患者 VB1	48ng/ml	VB12	116pg/ml。
胃切除、長期経過後にビタミン B1 はあまり変化
しないがビタミン B12 欠乏が起こりうる。

【緒言】経管栄養患者において蛋白過多、水分投
与不足により脱水、高窒素血症、高 Na 血症を
引き起こす事があり、この現象は Tube	feeding	
syndrome と定義され 1954 年から度々報告さ
れている。今回我々はくも膜下出血（SAH）に
おいて、経管栄養投与による Tube	feeding	
syndrome を経験したため報告する。
【症例】82 歳女性。入院時身長：155cm、体重：
48kg。SAH による意識障害のため入院。Day3
よりペプタメン AF2 袋投与開始となり、Day7
にてペプタメン AF5 袋＋グルタミン 6g（蛋白：
101g、水分：1425ml、塩分：8.8g）へ増量となっ
た。Day10 にて Na：165mEq/L、K：4.4mEq/L、
BUN：52.8mg/dl、Cr：0.99mg/dl となり高窒素
血症、高 Na 血症を認めたため NST 介入依頼と
なった。Tube	feeding	syndrome を呈しており、
TEE：1220kcal、必要蛋白量：63g と設定しペ
プタメン AF を 3 袋へ減量した。また、下痢や
発熱等水分必要量の増加はないが脱水状態であ
るため水分欠乏量を計算し、水分量として Total	
2115ml を併せて投与することとした。Day13 に
て Na：138mEq/L、BUN：19.0mg/dl と改善を
認めた。その後経口摂取可能となり NST 介入終
了となった。
【考察】今回の Tube	feeding	syndrome は蛋白
過多が原因であると考えられるが、NST が蛋白
制限を行い水分を補うことにより症状の改善を
認めた。近年侵襲期における栄養管理において、
高蛋白の栄養投与が重要であると考えられてい
るが、今後有害事象の発現にも注意する必要が
あると考えられる。

1. 刈谷豊田総合病院高浜分院，2. 名古屋市立
大学 大学院医学研究科 消化器外科学
長谷川正光1　志賀美和1　瀧口修司2

1. JA 三重厚生連鈴鹿中央総合病院 薬剤部， 
2. JA 三重厚生連鈴鹿中央総合病院 NST
小西喜昭1　寺邊政宏2　田中里奈2　溝口紗和子2　
村田智香2　森川静香2　藤田征志2　山川卓哉1

一般演題3『症例報告』

O-09	 	胃切除後患者のビタミン B1、
B12について

	

O-10	 	高蛋白投与によりTube	feeding	
syndromeを呈したくも膜下出血
の一例

O-09〜 O-13 座長：伊藤　彰博（藤田保健衛生大学医学部	外科・緩和医療学講座）
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【症例】60 歳台女性、3 年前より他院にて強皮症
の診断にて内服加療されていた。20XX 年 8 月に
小腸閉塞にて入院、ロングチューブ（LT）挿入
にて軽快したが退院後も腹痛、嘔吐を繰り返し
ていた。同年 10 月に腹痛増悪、腸閉塞再発の診
断で入院となった。入院時身長 157.5cm、体重
42.4kg、BMI17.1、Alb3.7g/dl、Hb11.2g/dl。
【経過】臨床経過、画像所見より強皮症に伴う偽
性腸閉塞と診断した。LT 挿入後、症状は速やか
に改善したが、三分食に形態アップした所で症
状が再燃した。水分摂取では症状が安定してい
たため、管理栄養士が介入し、分割摂取と早食
い習慣是正の指導を試みたが腹部症状は再燃し
た。経口摂取のみでの十分な栄養摂取は困難と
判断し、CV ポートを留置し高カロリー輸液を開
始した。NST も介入し、経口摂取を継続するた
め 1 日 1 回（昼）の流動食から開始し、食形態・
食事回数・1 回量の調整を行い、朝夕の全粥ハー
フ食＋補食（800kcal/ 日）が摂取可能となった。
腹部症状が安定したため、1 日 2 回食（朝夕）＋
1 ～ 2 回の補食（800 ～ 900kcal/ 日）の継続と必
須脂肪酸欠乏予防を考慮した食事管理について
栄養指導を実施、体重は 45.3㎏に増加し第 35 病
日、経口摂取と中心静脈栄養の併用で退院となっ
た。退院後も、経口摂取を継続することで点滴
休薬日をつくり QOL は維持されている。
【考察及び結論】偽性腸閉塞を合併した強皮症患
者の長期予後については報告例が少なく、慎重
な経過観察が必要と思われた。

【症例】水疱性類天疱瘡にてステロイド治療中の
85 歳男性。プレドニゾロン（PSL）25mg 投与中、
入院 14 日前より持続する熱発・低酸素血症の加
療目的に当院に転院。身長 159cm、体重 49.6kg、
BMI19.6。血液検査では軽度の炎症所見を認め、
胸部 Xp でのスリガラス陰影からカリニ肺炎を
疑って加療開始された。12 病日に敗血症を起こ
し抗菌薬投与をしていたが、下痢を発症し、20
病日 K2.8mEq/L、23 病日 P1.1mEq/L と低 K 低
P 血症を認めた。病勢とともに食事摂取量は不
安定となり血糖の変動も大きかった。29 病日の
NST 介 入 で BEE：1018kcal、TEE：1343kcal、
蛋白質 66.7g および K と P の補充・微量元素を
充足するプランを立てた。治療により病状の改
善もあり、経口摂取量が増量し、下痢も改善傾
向となった。摂食量の増加などにより血糖上昇
傾向となっており、43 病日に NST が再介入し、
インスリン定期打ちでの治療とした。経口摂取
量は安定し電解質が補正され、血糖コントロー
ルも良好となり 71 病日目に転院した。
【結果及び考察】ステロイドによる血糖コント
ロールの変動・摂食量の変化に対して、食事内
容の調整により電解質が補正された。長期・継
続的な NST 介入による食事調整と治療の協調が
可能であった。

済生会松阪総合病院 NST　1. 管理栄養課，2. 薬
剤部，3. 看護部，4. 内科
前田はつ美 1　松本由紀 1　水本果歩 2　
川添　史 2　佐久間隆幸 2　渡辺亜紀子 3　
中井佐奈 3　紅林真理絵 4　福家洋之 4

橋本　章 4　清水敦哉 4

聖隷福祉事業団 聖隷浜松病院　1. 栄養課，2. 総
合診療内科，3. 看護部，4. 薬剤部，5. 臨床検査
部
久保田智子1　森　恵里1　冨田加奈恵1　
伊藤小百合1　兼子若菜3　池谷光香3　
佐原百合名4　神谷知江4　土屋光生5　
西尾信一郎2　渡邊卓哉2

O-11	 	経口摂取と在宅中心静脈栄養を併
用した強皮症に伴う偽性腸閉塞の
一例

O-12	 	水疱性類天疱瘡にてステロイド使
用中の糖尿病患者での病態変化に
対して栄養介入を行った一例
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【症例】80 歳代・女性。既往歴：パーキンソン病。
現病歴：下腹痛にて救急外来を受診。宿便によ
る腸閉塞と診断し、イレウス管にて加療したが
症状改善せず、入院 5 日目手術施行。腹腔観察
で広範囲結腸壊死が判明し、直腸 S 状部から口
側の大腸を切除し（大腸亜全摘術）、回腸人工肛
門を造設した。術後経過：人工呼吸管理、多剤
抗生剤投与、腹腔内膿瘍ドレナージ、DIC 治療
の上、術後 9 病日（9POD）に突然の洞不全によ
る心停止となり、蘇生処置による多発肋骨骨折
のため人工呼吸管理が長期化し、気管切開術も
必要となり治療に難渋した。1POD よりリハビ
リテーションを開始し、12POD（心停止後 3 日目）
より経鼻経管栄養を開始した。58POD のゼリー
食開始頃より状態が安定し、気切部は自然閉鎖
した。普通食を摂取し、階段歩行までリハビリ
テーションもすすみ 160POD に自宅退院となっ
た。
【3D-CT による大腰筋体積計測】入院時 115cm3

だった左右の大腰筋体積は、35POD に 85cm3 ま
で低下したが、107POD には 141cm3 に増加した。
【考察・まとめ】広範な腸管壊死により重症化し
た宿便性閉塞性大腸炎を多職種による集学的治
療で救命でき、筋肉量も回復した。3D-CT によ
る大腰筋体積計測は経過中の筋肉量評価に有効
であった。

浜松医療センター　1. 消化器外科，2. 栄養管
理科，3. リハビリテーション技術科，4. 看護部，
5. 歯科口腔外科
平山一久1　丸山志織2　三浦恵理子2　小松洋亮3

宮澤佑治3　島田理恵4　蓜島佳子5　内藤慶子5

大菊正人1　池松禎人1

O-13	 	多職種による集学的治療で救命した広範
囲大腸壊死	宿便性閉塞性大腸炎の1例
－3D-CTによる大腰筋体積計測－
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日本静脈経腸栄養学会東海支部会会則

第 1条：名称
この会は日本静脈経腸栄養学会東海支部会（以下、支部会と略）と称する。

第２条：目的
支部会は、日本静脈経腸栄養学会に属し、東海（静岡・愛知・岐阜、三重）エリア
において広く基礎的並びに臨床的な静脈経腸栄養法および経腸栄養法を主として代
謝・栄養学に関する研究と知識の交流をはかり、国民の医療・福祉に寄与すること
を目的とする。

第３条：事業
支部会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
　（１）学術集会の開催
　（２）本エリアにおける栄養管理・栄養療法に関する教育および情報交換
　（３）代謝・栄養学に関する新しい知見の情報提供
　（４）内外の関係学術団体との連携および提携
　（５）その他、支部会の目的を達成するために必要な事業

第４条：会員
支部会の会員は、東海地区に日本静脈経腸栄養学会に登録した勤務先のある日本静
脈経腸栄養学会会員とする。ただし、勤務先の無い場合は、登録した居住地のある
日本静脈経腸栄養学会会員とする。
　（１）会員は支部会の事業および運営に参加することができる。
　（２）本学会会員の資格を喪失すると、支部会員の資格も喪失する。

第５条：役員
支部会には次の役員を置く。
　（１）支部会長	 １名
　（２）世話人	 若干名
　（３）会計	 １名
　（４）監事	 ２名
　（５）当番世話人	 １名
　（６）NST 代表	 １名
　（７）TNT 地区代表	 １名

その任期は 2 年とする。ただし、再任は妨げない。
世話人は日本静脈経腸栄養学会学術評議員・代議員があたるものとする。
世話人は支部会の運営および事業について企画処理する。
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第６条：役員の選出
役員は世話人会の合議により選出するものとする。

第７条：総会
総会は、会員をもって構成する。
支部会長は、原則として年 1 回の総会を招集し、世話人会の決定事項を報告する。
総会は、次の事項を議決する。
　１．事業報告および会計報告
　２．事業計画（学術集会に関すること等）
　３．会則の変更
　４．その他必要と認めた事項
総会における議事は、総会出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長が
決する。
総会の議長は支部会長とする。支部会長不在の場合は当番世話人を議長とする。

第８条：世話人会
世話人会は毎年 1 回開催する
世話人会は次の事項を審議する。
　１．事業報告および会計報告
　２．事業計画（学術集会に関すること等）
　３．会則の変更
　４．その他必要と認めた事項
世話人会の成立には、委任状を含めて世話人の過半数の出席を要し、議事の決定は
出席の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長が決する。
世話人会の議長は支部会長とする。支部会長不在の場合は当番世話人を議長とする。

第９条：事務局
支部会の事務局は、特定医療法人共和会　共和病院に置く。
〒 474-0071　愛知県大府市梶田町２−１２３
tel：0562-46-2222　fax：0562-47-6577

第 10条：会計
（１）	 支部会の経費は補助金（日本静脈経腸栄養学会より規定の補助金）、学術集会

参加費、および寄付金をもってこれにあてる。
（２）	 支部会の会計は事務局において集計し、会計、監事を経て、世話人会で承認さ

れなければならない。
（３）	 支部会の会計年度は毎年４月 1 日から翌年３月 31 日までとする。
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第 11条：学術集会
学術集会（支部例会）は原則として毎年 1 回開催し、会員の研究発表を行う。
当番世話人は世話人会で選考、選出する。
当番世話人は学術集会に関する業務を掌り、且つその責任を負う。
学術集会の参加者に対し、参加証を発行する。

第 12条：会則の変更
会則の変更は、世話人会の承認を得なければならない。

細　　則
（１）支部会の存続・解散については社会情勢等にあわせて世話人会で検討する。
（２）支部会の会計は事務局において集計し、会計、監事を経て、世話人会で承認さ

れてなければならない。
（３）学術集会参加費は当面下記の通りとするがその時々の事情により変更すること

も可とする。
　　　　医療従事者：1,000 円
　　　　学生：0 円

（４）細則は世話人会の議決を経て変更することができる。
（５）上記会則は平成 19 年 10 月 13 日をもって発効するものとする。
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第 11 回  日本静脈経腸栄養学会東海支部学術集会
協賛企業一覧

アイドゥ株式会社
アボット	ジャパン株式会社
イーエヌ大塚製薬株式会社
エームサービス株式会社
大塚製薬株式会社
株式会社大塚製薬工場
特定医療法人共和会	共和病院
株式会社グリーム
クリエートメディック株式会社
株式会社クリニコ
テルモ株式会社
株式会社トップ
日清オイリオグループ株式会社
日本コヴィディエン株式会社
ニュートリー株式会社
ネスレ日本株式会社	ネスレヘルスサイエンスカンパニー
ビオフェルミン製薬株式会社
ミヤリサン製薬株式会社
株式会社明治
株式会社メディコン
株式会社八神製作所

（五十音順・2017 年 6 月 16 日現在）

第 11 回日本静脈経腸栄養学会東海支部学術集会を開催するにあたり、記載の
企業をはじめとして各界の方々に多大なご協力とご厚情を賜りました。この
場をお借りして厚く御礼申しあげます。
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一日１２０万食のありがとう。
私たちは給食事業を基軸に、

新しいサービスを拓く
トータルマネージメントサービス企業です。

１９７６年、エームサービスは三井グループと米国アラマーク社の合弁の給食事業会社として誕生しま
した。以来、企業・学校・病院や介護施設とビジネスフィールドを拡げ、一日１２０万食を提供する企
業グループに成長しました。

７８年には病院での給食を開始。パイオニアとして適温適時、ベットサイド配膳、選択食のサービスを
提供しました。８６年に東京都「病院給食民間委託」第１号、翌年「特別養護老人ホームの給食民
間委託」第１号を受託するなど、多くの実績と優れたサービスで高い評価をいただいてきました。
介護施設においても「ユニットケア」、「やわらか食・嚥下食」や旬や季節行事を織り込んだ「イベント食」
など、様々な食事サービスを展開しています。

そして、８０年にはオフィスコーヒーサービス事業の展開を開始し、今では自社焙煎工場直送のコーヒー
や給茶機、ウォーターサーバーなど充実したドリンクサービスの提供を行っております。

私たちが提供するサービスの質は、私たち自身にかかっています。
ブランドコンセプト を胸に、全国２万４千人の従業員が、
新しいサービスを拓くためにチャレンジを続けます。

ＨＳＳ東海事業部 〒４５０－０００３
愛知県名古屋市中村区名駅南１－１６－２１
ＴＥＬ：０５２－５８９－２８９１
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Kokuran21

：
株式会社グリーム

〒 福岡県北九州市小倉北区弁天町

：
gleam

まずはお気軽にお問合せください

チーム医療をトータルにサポート！

☑ＷＥＢシステム（ライセンスフリー）

☑評価画面のマスタ化

（病院独自の画面作成）

☑褥瘡・緩和・嚥下等の

チーム管理も可能（オプション）

支援システム
チーム医療をトータルにサポート！

支援システムチーム医療
患者様の食事をスムーズに管理！

システム
Kokuran21

患者様の食事をスムーズに管理！

システム栄養管理

☑患者/食数管理 ☑献立管理

☑見積/発注 ☑統計機能

☑クックチル機能（オプション）

患者情報

食事情報

経口付加食

・・・

Kokuran Doc.

患者情報

食事情報

経口付加食

・・・

２システム間の

情報連携が可能！
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第 11回日本静脈経腸栄養学会
東海支部学術集会
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発行所：共和病院　内科
　　　　〒 474-0071	大府市梶田町 2-123
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印　刷：株式会社コングレ
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	 栄第一生命ビルディング 6F
　　　　TEL：052-950-3369　FAX：052-950-3370
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