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日本静脈経腸栄養学会
東海支部学術集会

「地域がいきる私たちの地域一体型NST
～住民への啓蒙活動の試み～」
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当番世話人：加藤 弘幸（尾鷲総合病院）
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第 12 回日本静脈経腸栄養学会東海支部学術集会に寄せて

第12回日本静脈経腸栄養学会東海支部学術集会
当番世話人　加藤　弘幸
尾鷲総合病院

春が過ぎ初夏の日差しが強くなって参りましたが皆様いかがお過ごしでしょうか。
この度、第 12 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く事になりました。
私が勤務をしております尾鷲総合病院は、三重県の南の東紀州にある中核病院で、尾鷲市と隣町
の紀北町を医療圏としております。東紀州も人口減少や住民の高齢化が問題とされている地域で、
尾鷲市の人口が約 18000 人、紀北町の人口が約 17000 人、高齢化率は 40％を超えております。当院
の東紀州地域の中核病院としての役割や、在宅や施設に退院される患者様に対してのシームレスな
対応の必要性などから、地域一体型NSTを掲げて活動をしてきました。そこで今回の学術集会のテー
マを地域医療に関連づけて「私たちの地域一体型NST」とさせていただきました。
しかしながら、地域医療をテーマにしたものの、私なりに調べてみますと、一口に地域医療と言っ
ても、それぞれの地域で対応の仕方も様々ですし、医療資源やマンパワー不足であったり、診療報
酬の観点から十分なサービスが受けられなかったり、などいろいろな問題があることが分かりまし
た。
この様な事も含め今回講演会を 3題企画させていただきました。特別講演を、こだま在宅内科緩
和ケアクリニックの児玉佳之先生に、ランチョンセミナーを、大阪国際がんセンター緩和ケアセン
ターセンター長の飯島正平先生に、また、教育講演を、私の所属する三重大学大学院医学研究科肝
胆膵・移植外科教授の伊佐地秀司先生にお願いして、それぞれご講演をいただくことになっており
ます。また、一般演題は会員の皆様のご協力もあって 16 題となりました。地域医療のみならず、栄
養に関係した幅広い内容で応募をいただきました。活発なご討論をいただければ幸いです。

前回この学術集会の当番世話人をされた、谷口正哲先生の時のテーマが、「次の 10 年に向け、は
じめの一歩を！」でしたので、更なる一歩を、と言うことで頑張っていきたいと思っております。
今回の学術集会は 7月 1日で日曜日ではありますが、最後まで充実したプログラムにしたつもりです。
多くの方にご参加いただければ幸いです。

この学術集会は例年 7月の開催であり、毎回クールビズでのご参加をお願いしております。しか
しながら、会場は予想外に冷房が効く場合もあり、上着のご用意もご配慮いただければと思います。
当日は、参加してよかったと思っていただける様な学術集会になるようにスタッフ一同お待ちして
おります。
� 2018 年 7 月
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第 12 回日本静脈経腸栄養学会東海支部学術集会　当番世話人
加藤　弘幸（尾鷲総合病院）

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	 街かど保健室　訪問看護ステーション街家
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
桂　　長門	 藤田保健衛生大学医学部　外科・緩和医療学講座
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	 三重北医療センター　いなべ総合病院
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
黒川　佳子	 順天堂大学　保健看護学部
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
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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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
高橋　玲子	 静岡県立総合病院　栄養管理室
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	 三重北医療センター　菰野厚生病院
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
華井　竜徳	 岐阜大学医学部付属病院　第一内科
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	 静岡市立清水病院　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	 もりえい病院　薬剤科
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部
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：三重県医師会館
	 〒 514-8538　三重県津市桜橋二丁目191番 4
	 TEL：059-228-3822（代表）
	 HP：http://www.mie.med.or.jp
	 第１会場：2階「大ホール」
	 第２会場：1階「健康教育室」
	 世話人会会場：4階「代議員会室」
	 機器展示会場：1階ロビー

■電車をご利用の場合
　　JR東海・近畿日本鉄道『津駅』東口より

◎徒歩		10 ～ 15分
◎タクシー		5 分 （ 片道およそ630円 ）

※	大変申し訳ございませんが、三重県医師会館には充分な駐車スペースがございませんので、自
家用車でのご来場はご遠慮ください。また、隣接する赤十字血液センターの献血用車両が出入
りしますので、センター前およびその近辺には絶対に駐車しないでください。
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会場案内図
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ご　案　内

1 受　付
（1）三重県医師会館�1 階�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」前）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、第１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」前）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 1階ロビーの「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 ～ 12：15
場　所：三重県医師会館　4階「代議員会室」

6 ランチョンセミナー
時　間：12：15 ～ 13：05
場　所：三重県医師会館　1階「健康教育室」
※ランチョンセミナーではお弁当をご用意いたします。（数量に限りがございます。）

7 総会・次回当番世話人挨拶
時　間：13：15 ～ 13：30
場　所：三重県医師会館　2階「大ホール」
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8 機器展示
時　間：9：00 ～ 15：00
場　所：三重県医師会館　1階「ロビー」

9 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。

⓾ 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
第1会場 第２会場 受付・機器展示 世話人会

2F
大ホール

１F
健康教育室

１F
ロビー

4F
代議員会室

300 席 120 席 ― ―
9:00 − 15:00

参加受付
PC受付
企業展示

9:25 − 9:30
開会の挨拶

9:30 − 10:30
一般演題 1
『栄養管理』
O-01 ～ O-06
座長：堀内　薫

10:30 − 11:30
特別講演

座長：加藤弘幸
演者：児玉佳之

共催：ミヤリサン製薬㈱
11:30 − 12:15

世話人会
12:15 − 13:05

ランチョンセミナー
座長：谷口正哲
演者：飯島正平

共催：イーエヌ大塚製薬㈱

13:15 − 13:30
総　　会

13:30 − 14:15
一般演題 2
『嚥下機能』
O-07 ～ O-11
座長：矢賀進二

14:15 − 15:00
一般演題 3
『症例報告』
O-12 ～ O-16
座長：須崎　真

15:00 − 16:00
教育講演

座長：東口髙志
演者：伊佐地秀司
共催：㈱大塚製薬工場

16:00 − 16:10
閉会の挨拶
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プログラム

開会挨拶　9：25 ～ 9：30
当番世話人：加藤�弘幸　尾鷲総合病院

一般演題1『栄養管理』　9：30 ～ 10：30
座長：堀内�薫　七栗記念病院�食養課

O-01	 消化器外科術前サルコペニア改善プロトコール作成の試み	
―開始から5例の報告―

藤田保健衛生大学医学部�外科・緩和医療学講座　桂�長門

O-02	 がん悪液質の食欲不振に関する臨床的研究

藤田保健衛生大学医学部�外科・緩和医療学講座　村井�美代

O-03	 半固形栄養剤の使用実績と投与患者の栄養療法の変化の検討

公立西知多総合病院�臨床栄養科　早川�芳枝

O-04	 津島市くらしの講座参加者における栄養状態を探る

愛知学泉大学家政学部�管理栄養士専攻　岡本�康子

O-05	 脂肪乳剤の採用品目切り替えに伴う使用量の変動

岐阜赤十字病院　石原�祥史

O-06	 尾鷲総合病院における新しいNST活動の試み

尾鷲総合病院�NST　大倉�麻貴

特別講演　10：30 ～ 11：30
座長：加藤�弘幸　尾鷲総合病院

病院NSTから在宅NST・地域連携NSTへ	
～NSTが在宅医療を変える！～

こだま在宅内科緩和ケアクリニック　児玉�佳之

共催：ミヤリサン製薬株式会社
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ランチョンセミナー　12：15 ～ 13：05
座長：谷口�正哲　共和病院�内科

在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料が目指すもの

地方独立行政法人�大阪府立病院機構�大阪国際がんセンター�
栄養腫瘍科、消化器外科、緩和ケアセンター　飯島�正平

共催：イーエヌ大塚製薬株式会社

総会　13：15 ～ 13：30
当番世話人：加藤�弘幸　尾鷲総合病院

一般演題2『嚥下機能』　13：30 ～ 14：15
座長：矢賀�進二　尾鷲総合病院�リハビリテーション部

O-07	 口腔アセスメント（OHAT）を活用した口腔管理を目指して	
―看護師の意識調査から―

岐阜赤十字病院　坂�啓子

O-08	 嚥下調整食摂取者と低栄養の検討

愛知医科大学病院�栄養部　石田�優利亜

O-09	 演題取下げ

O-10	 ブロックゼリーでの直接嚥下訓練により、全粥・きざみトロミ食	
摂取が可能となった重度水頭症の一例

伊賀市立上野総合市民病院�リハビリテーション課　正木�健太

O-11	 強制栄養から十分な食事摂取までの栄養管理

三重大学医学部附属病院　三澤�雅子
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一般演題3『症例報告』　14：15 ～ 15：00
座長：須崎�真　公立紀南病院�病院長 /外科

O-12	 大球性貧血、胆道閉塞を併発した葉酸低値の胃がん症例に対する	
栄養介入

別府医療センター　安藤�翔治

O-13	 小腸切除後に神経性食思不振症が合併した一例

名古屋第一赤十字病院�内分泌内科　清田�篤志

O-14	 低アルブミン血症の管理に難渋した1例	

刈谷豊田総合病院�高浜分院　長谷川�正光

O-15	 前頭葉の脳梗塞発症を契機にして食事を拒否するようになった症例
に対して多職種チームにより取り組んだ一例

津生協病院　吉川�真史

O-16	 宿便による多発性直腸潰瘍を発症した慢性透析症例の一例

済生会松阪総合病院　清水�敦哉

教育講演　15：00 ～ 16：00
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

膵頭十二指腸切除後の病態と薬物・栄養管理―NAFLDに注目して

三重大学大学院医学系研究科�肝胆膵・移植外科　伊佐地�秀司

共催：株式会社大塚製薬工場

閉会挨拶　16：00 ～ 16：10
当番世話人：加藤�弘幸　尾鷲総合病院



特 別 講 演
「病院NSTから在宅NST・地域連携NSTへ

～NSTが在宅医療を変える！～」

教育講演
「膵頭十二指腸切除後の病態と薬物・栄養管理

―NAFLDに注目して」

ランチョンセミナー
「在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料が目指すもの」
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国は積極的に在宅医療を推進しているが、現在の在宅医療の質は十分に高いとは言えないのが現

状である。今後、在宅医療を受ける患者・家族が安心して在宅療養をしてもらうためには、在宅医

療に関わっているメディカルスタッフが在宅医療に必要とされる知識をしっかり身につけているこ

と、24 時間 365 日多職種から成るチームでしっかり対応することが重要と考える。

訪問診療の対象者は「疾病、傷病のために通院による療養が困難な患者」であり、病状が重く、

ADLの低下を認めている。さらにそのほとんどが栄養不良状態であり、栄養管理を必要としている。

口から食べること、栄養管理を実施して筋力を保ち、免疫を向上させることはQOL向上につながる。

そのため、訪問診療の対象となる患者にチーム医療の一つとしてNSTが関わることは、在宅医療の

質向上という観点からとても重要であると考え、当院では 2016 年 4 月より単独診療所型NST（在宅

NST）を稼働し、活動している。当日は教科書にはあまり書かれていない実際の在宅栄養とNST活

動を紹介したい。

特別講演

病院NSTから在宅NST・地域連携NSTへ
～NSTが在宅医療を変える！～

医療法人社団	佳生会　こだま在宅内科緩和ケアクリニック
児玉　佳之

座長：加藤 弘幸（尾鷲総合病院）
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略　　歴

氏　名：児
こ

　玉
だま

　佳
よし

　之
ゆき

1997 年� 札幌医科大学医学部卒業　札幌医科大学内科学第四講座入局

� 市立美唄病院、留萌市立病院　など

2002 年� 栗山赤十字病院　内科　

2007 年� 藤田保健衛生大学�外科・緩和医療学講座　助教

2010 年� 社会医療法人社団カレスサッポロ�時計台記念病院　消化器センター

2014 年� 時計台記念病院　緩和ケアセンター　センター長

2016 年� 4 月～　こだま在宅内科緩和ケアクリニック　院長

� 10 月～　医療法人社団佳生会（よしみかい）　理事長
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胃部分切除を伴う膵頭十二指腸切除（PD）は，膵頭部の悪性疾患（膵頭部癌，下部胆管癌，十二

指腸乳頭部癌）や，良性腫瘍または良・悪性境界疾患（膵管内乳頭粘液性腫瘍，膵神経内分泌腫瘍），

良性疾患（膵頭部腫瘤形成性慢性膵炎，膵頭部または十二指腸の外傷）に対して施行される標準術式

であるが，術後の栄養代謝やQOLを考慮して，近年では幽門輪温存 PD（PPPD）や亜全胃温存 PD

（SSPPD）が良性疾患のみならず悪性疾患にも施行されるようになっている。PDの周術期において

は，手術侵襲，膵切除後の内外分泌機能低下や膵・消化管再建後といった病態が存在し，それぞれ

の時期により様々な薬剤治療や栄養管理が必要となる。術前には膵頭部膵管閉塞による膵内分泌機

能低下や消化吸収障害による栄養障害などへの対処が，術後早期には消化管出血，胃内容排出遅延、

膵液瘻などへの対処が，術後遠隔期には膵内外分泌機能低下，下痢，非アルコール性脂肪肝（NAFLD）

の発生、亜鉛欠乏などへの対処が必要である。PD後には 30 ～ 40％と高率にNAFLDが発生し、な

かにはNASH（非アルコール性脂肪肝炎）を併発し肝硬変に進行する場合もある。PD後のNAFLD

の発生機序に関する研究はほとんどなく、われわれは膵外分泌機能低下とそれにともなう亜鉛欠乏

状態が関与していると考えている。この病態の対策としては、勝酵素大量補充療法に加えて、亜鉛

製剤の投与や感染症制御が必要で、さらに統合的な栄養管理が重要である。

教育講演

膵頭十二指腸切除後の病態と薬物・栄養管理―NAFLDに注目して

三重大学大学院医学系研究科	肝胆膵・移植外科
伊佐地　秀司

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：伊
い

　佐
さ

　地
じ

　秀
しゅう

　司
じ

1979 年� 三重大学医学部卒業、同附属病院第一外科

1985 年� 三重大学大学院医学研究科修了

1985 年� 三重大学医学部附属病院第一外科　助手

1987 年� カリフォルニア大学デービス校外科研究員 (1988 年まで）

1994 年� 山田赤十字病院外科　副部長

1996 年� 三重大学医学部附属病院第一外科　講師

1999 年� 三重大学医学部第一外科　助教授

2007 年� 三重大学大学院医学系研究科肝胆膵・移植外科　教授
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ランチョンセミナー
座長：谷口　正哲（共和病院 内科）

2018 年診療報酬改定において、日本静脈経腸栄養学会が主学会となって申請した「在宅半固形栄

養経管栄養法指導管理料 2,500 点 / 月」が新設され、付随する材料加算「在宅経管栄養法用栄養管セッ

ト加算 2,000 点 / 月」も同時に認められました。高齢化が進む本邦では、様々な急性期治療後に摂食

嚥下機能が低下する場合があります。しかし、このような場合の機能低下は一時的であり、適切に間接・

直接訓練を進めることで、再び口から食べることが実現します。また、その機能回復までの期間に

は、回復に見合う確実な栄養管理も必要です。今回の胃瘻からの半固形栄養では経口摂取に近い半

固形状の栄養材が胃内に投与され、経腸栄養につきものの消化管症状を防ぎ、自然な消化吸収状況

を再現するものです。しかも、口腔内の衛生管理が容易で、短時間投与により介護者にはやさしく、

空いた時間をリハビリテーションに充てることもできます。つまり、今回の在宅指導管理料は食べ

るためのものなのです。そして、食品である半固形流動食（あらかじめ調整されたものに限る）を

用いた場合にも在宅栄養管理指導料として今回初めて算定可能となりました。半固形流動食という

物性定義がまだ明確ではないですが、現時点では基軸となる唯一の医薬品であるラコールNF配合経

腸用半固形剤を中心に本管理料では適用されると思います。さらに、本学会あらかじめ調整された

形状変化流動食を対象に、比較可能な同一条件での物性評価も進めています。

在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料が目指すもの

地方独立行政法人	大阪府立病院機構	大阪国際がんセンター	
栄養腫瘍科、消化器外科、緩和ケアセンター
飯島　正平
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略　　歴

氏　名：飯
いい

　島
じま

　正
しょう

　平
へい

昭和 60 年三重大学医学部卒業後、大阪大学第二外科（現消化器外科）入局、関連病院で研修を経

て、小腸粘膜代謝の研究で医学博士を所得。平成 6年米国ニューヨーク病院コーネル大学総合医療

センター外科腫瘍外科学部門リサーチフェロー。平成 8年帰国、同 13 年 4 月箕面市立病院（大阪府）

へ赴任、本学会NSTプロジェクトに開設時より参加し、14 年 NST稼働。平成 19 年同�外科主任部

長。平成 28 年 4 月地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪府立成人病センターへ栄養腫瘍科主任部

長、消化器外科副部長、緩和ケアセンター長として赴任。平成 29 年 3 月施設が大手前地区へ新築移

転し、大阪国際がんセンターへ名称改変。大阪大学連合大学院小児発達学研究科先端治療・栄養学

寄付講座招へい教授、大阪府がん診療連携協議会緩和ケア部会会長、日本静脈経腸栄養学会理事（総

務・広報・保険担当）。





一 般 演 題　抄　録
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【目的】消化器外科手術術前サルコペニア改善プ
ロトコール初期 5症例の結果を報告する。
【対象と方法】当科NST外来に紹介受診された
以下の 5例。① 38 歳女性、中部食道がん、② 67
歳男性、胃噴門部がん、③ 48 歳男性、転移性肝
がん、④ 56 歳男性、肥満手術、⑤ 67 歳男性、
膵頭部がん。術前一カ月前から、タンパク質1.5g/
kg/ 日摂取（3 回に分け平均的に摂取）、食後イ
ンナーパワー（大塚製薬工場）飲用し、40 分後
からスクワット 1セット 10 回を 3セット、更に
術前 1週間はインパクト（ネスレヘルスサイエ
ンスジャパン）1日 1 パック飲用、を指導した。
開始時と術前最終診察時に、InBody�S10 にて骨
格筋量、体脂肪率を測定した。
【結果】筋肉量（kg）、体脂肪率（%）の順に、
①＋ 1.1、− 0.8�②＋ 1.5、− 2.7�③＋ 2.0、− 5.5�
④＋ 1.1、− 2.2�⑤＋ 2.2、− 3.2、となり、全例
筋肉量増加、体脂肪率減少を認めた。
【考察】Higashiguchi らは、インナーパワーの筋
肉に対する効果を検証し、筋肉疲労を改善し、
ま た DOMS（Delayed�Onset�Muscle�Sorness）
を軽減すると述べている（Ann�Public�Health�
Res�1（2）:1010,2014）。海道らは、肝胆膵移植
手術において術前サルコペニアの有無が術後生
存率に差を生むと報告している（肝・胆・膵�75
巻５号 ,979-989,2017）。筋肉量の維持増進が術後
成績を改善することに議論の余地はないと思わ
れる。

【はじめに】当院は、全病棟のがん入院患者
を対象に、①疼痛、②全身倦怠感、③呼吸困
難、④気分の落込み、⑤食欲不振、⑥不眠、⑦
吐気、⑧便秘、⑨口渇の主要臨床症状について
Numerical�Rating�Scale(NRS) を用い 0 ～ 10 の
11 段階で主観的評価を定期的に実施している。
【目的】がん悪液質患者の食欲不振に影響を及ぼ
す臨床症状を抽出し、その関連性について死に
至るまでの経時的変化を追求した。
【対象】2014 年 4 月から 2016 年 3 月までに当院
を死亡退院した終末期がん患者のうち、予後が
28 日以内で、NRS評価が可能であった 480 例。
【方法】死亡前 4週、3週、2週、1週で、食欲不
振に影響を及ぼす臨床症状を単変量と多変量の
解析を用いて予後別に検討した。
【結果】原発部位：肺80例 (16.7%)、胃 77例 (16.0%)、
大 腸 70 例 (14.6%)、 膵 63 例 (13.1%)、 肝 47 例
(9.8%)、その他 143 例 (29.8%)。食欲不振と相関
を認めた臨床症状 ( 多変量解析 ):1. 死亡前 4 週
(n=480)：全身倦怠感および吐気 (p ＜ 0.0001)、不
眠 (p=0.039)。2. 死亡前 3 週 (n=201): 全身倦怠感
(p=0.0003)。3. 死亡前 2 週 (n=63): 気分の落込み
(p=0.0357)、便秘 (p=0.0153)。4. 死亡前 1週 (n=15):
口渇 (p=0.0035)。
【まとめ】がん悪液質の食欲不振に影響を及ぼす
症状は、死亡前３～４週では主に全身倦怠感で
あったが、死亡前１～２週と死が近づくにつれ
て、気分の落込み、便秘、口渇へと変化してい
くことが明らかとなった。

藤田保健衛生大学医学部 外科・緩和医療学講
座
桂　長門　東口高志　村井美代　大原寛之
山下通教　川崎　俊

藤田保健衛生大學医学部 外科・緩和医療学講座
村井美代　東口髙志　桂　長門　大原寛之
山下通教　川崎　俊

一般演題1『栄養管理』

O-01	 	消化器外科術前サルコペニア改善
プロトコール作成の試み

	 ―開始から5例の報告―

O-02	 	がん悪液質の食欲不振に関する臨
床的研究

	

O-01 〜 O-06 座長：堀内　薫（七栗記念病院 食養課）
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【目的】当院は経腸栄養剤（食品）を 13 種類採
用しているが、その使用量には偏りがみられる。
栄養管理委員会ではこれらの使用状況を調査し、
適正使用を検討している。そのなかでも半固形
経腸栄養剤３種類の使用が減少傾向にあったた
め、栄養投与に関連する現状を確認したので報
告する。
【方法】2015 年 5 月から 2018 年 3 月までの、半
固形経腸栄養剤食数と胃ろう造設数、患者転帰
等との関係を検討した。
【結果】半固形経腸栄養剤は 2015 年度 734 食、
2016 年度 731 食、2017 年度 269 食であった。胃
ろう造設数は 2015 年度 27 件、2016 年度 36 件、
2017 年度 33 件であった。胃ろう造設患者の半固
形経腸栄養剤の使用割合は 14.6％であった。転
帰は自宅退院 12 名、転院 49 名、施設入所 30 名、
死亡 5 名であった。転帰別の経腸栄養剤の使用
には特徴はみられなかった。
【考察】当院での胃ろう造設患者数の減少はみら
れなかった。胃ろうからの半固形経腸栄養剤の
投与には利点があるが、早期退院を目指す急性
期病院では半固形経腸栄養剤の必要性は低いと
思われた。　
【結語】半固形経腸栄養剤の使用量が減少してお
り、３種類を採用することは経費的に非効率的
であると思われたため、栄養管理委員会では半
固形経腸栄養剤の使用実績より３種類から１種
類に減らした。
急性期病院では多様な患者の栄養投与に対応す
るため、多種の経腸栄養剤を利用しているが、
栄養療法の変化に合わせた経腸栄養剤の選定は
不可欠であると思われる。

【背景と目的】2016 年の平均寿命・健康寿命は男
女とも 2010 年より伸びている。しかしながら、
国は平成 28 年国民栄養調査でＢＭＩを低栄養の
指標として、高齢者の女性における低栄養傾向
の者の割合が、この 10 年間で有意に増加�した
ことを問題としてあげている（男性 12.8％、女
性 22.0％）。また 30 年度医療介護報酬の改正で
栄養スクリーニングの大切さを訴えている。
【対象と方法】そこで津島市が開催しているくら
しの講座にきた市民を対象として栄養アセスメ
ントをＭＮＡを用い行った。
【結果】参加者 43 名のうち同意を得られたのは
34 名（男：女　6：28）、ＢＭＩの平均は男性
24.4 ± 4.5、女性 21.6 ± 2.8 であった。65 歳以上
は 22 名（男；女　5：17）でＢＭＩの平均は男
性 24.0 ± 4.9、女性 21.9 ± 3.8 であった。ＭＮＡ
アセスメントで栄養状態に問題がある市民は 4
名であり、すべて女性、ＢＭＩは17.9 ± 1.1 であっ
た。
【考察】講座に出向いてくる方でも 65 歳以上の
女性 2割に栄養状態へのリスクがあることがわ
かり、地域市民を対象に栄養スクリーニング・
アセスメントを行い早期に介入して予防してい
くことが必要であることが示唆された。

1. 公立西知多総合病院 臨床栄養科，2. 公立西
知多総合病院 薬剤科，3. 公立西知多総合病院 
看護局，4. 公立西知多総合病院 腎臓内科
早川芳枝 1　小島多恵子 1　高田奈々 1　
岡戸　洋 2　宮本すみ子 3　伊藤裕子 3　
東田ひろみ 3　佐々木みさえ 3　久志本浩子 4

1. 愛知学泉大学家政学部 管理栄養士専攻，2. 津
島市建設産業部 産業振興課，3. 市民くらしの講
座実行委員会
岡本康子 1　山田孝之 2　大村昌宏 3

O-03	 	半固形栄養剤の使用実績と投与患
者の栄養療法の変化の検討

	

O-04	 	津島市くらしの講座参加者における
栄養状態を探る
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【目的】「静脈経腸栄養ガイドライン−第 3版−」
において、脂肪乳剤の投与速度は 0.1g/kg/ 時以
下の速度で投与することとされている。
岐阜赤十字病院（以下当院）では 10％製剤・
20％製剤ともに 250mL 規格の製品を長年採用し
ていたため、20％製剤ではガイドラインの速度
を遵守すると長時間の投与が必要となり、使用
をためらうことが散見された。そこで、NSTか
らの働きかけによって 20％製剤を 250mL から
100mL 規格の製品へ切り替えたため、その前後
で脂肪乳剤の使用状況に変動があったかを調査
した。
【方法】当院の入院患者に対して使用された脂肪
乳剤について後方視的に調査を行った。
調査期間は 2017 年 5 月 1 日から 2018 年 4 月 5
日までとし、製品の切り替えが行われた 2017 年
10 月 18 日から前後 170 日間での使用状況を比較
することとした。
【結果】採用製品切り替え前後で、10％製品の使
用量は 192 本と 127 本で前半が多い傾向であっ
たが、使用症例は 16 人と 15 人で差はなかった。
これに対し、20％製品の使用量は 8本と 74 本で
切り替え後に大幅に増加していた。また、使用
症例も 3人から 10 人へ増加していた。
【考察】脂肪乳剤の採用規格を見直すことで今ま
でより適切に脂肪乳剤が使用できる状況になっ
たと考えられた。また、NSTや薬剤師からの提
案により脂肪乳剤が開始された症例もあったた
め、使用量や使用症例の増加の一因となってい
る可能性も示唆された。

当院は東紀州に位置する一般病棟 199 床、療養
棟 56 床の中核病院で、管理栄養士は 3名。2000
年に NST を設立し PPM-II 方式を用いて活動し
てきた。近年尾鷲市では少子高齢化が進行し、
現在高齢化率は 42.2％、人口は減少傾向にあり、
2000 年の 23683 人と比べ 2018 年は 18137 人と明
らかに減少している。当院では 2004 年からNST
専従を管理栄養士が担当しラウンドを週 4回実
施、栄養サポートチーム加算は約 200 件 / 月の
実績を残してきた。しかし現状は、高齢化によ
りNST介入の基準としていたALB�3.0g/dl 以下
である患者が増加、200 件の約 42％は家族が栄
養改善を望まない患者、看取りやターミナルな
どの患者である。さらにマンパワー不足も問題
であり、今年 4月の診療報酬改定に伴って、従
来のNST活動を見直そうと考えた。まずは専従
を専任へと変更。NST介入の方法としては従来
通り全患者のスクリーニングを行い、ALB�3.0g/
dl 以下であることを基準とする。その中で、栄
養改善の見込みがあること、手術前後の患者、
在宅復帰や施設への退院を目指すなどの明確な
理由のある患者をNST対象としてラウンドを週
1回実施。嚥下や緩和、褥瘡などの対象患者には
それぞれのワーキングチームが関わることとし、
管理栄養士としてそのチームへ参加し経過を追
うこととした。また地域連携として、施設を含
む退院先への情報提供も十分に行うことで、入
院だけでなく退院後のことも考慮した栄養管理
に繋がると考える。

1. 岐阜赤十字病院 薬剤部，2. 岐阜赤十字病院 
栄養課，3. 岐阜赤十字病院 看護部，4. 岐阜赤
十字病院 甲状腺・糖尿病内科，5. 岐阜赤十字
病院 内視鏡科
石原祥史1　牧野　弦1　山本希美重2　河野理沙2　
坂　啓子3　吉田エリ4　高橋裕司5

尾鷲総合病院 NST
大倉麻貴　上岡容子　谷ちづる　矢賀進二
大川貴正　大川　光　西　知佳　中井りつ子
小倉大幸　川口　恵　加藤弘幸

O-05	 	脂肪乳剤の採用品目切り替えに伴
う使用量の変動

	

O-06	 	尾鷲総合病院における新しいNST
活動の試み
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一般演題2『嚥下機能』
O-07 〜 O-11 座長：矢賀　進二（尾鷲総合病院 リハビリテーション部）

【はじめに】当院NSTでは入院患者の義歯紛失
事故と、義歯未使用で起きた窒息事故をきっか
けに義歯管理に力を入れ、義歯について情報共
有し義歯管理の方法について院内で統一を行っ
てきた。平成 29 年度からは口腔内の器質的評価
を共通の尺度で行うことを目指しOHAT（orai�
health�assessment�tool）の活用を開始した。今
回スタッフへの意識調査を行い課題の検討を
行った。
【経過】平成 28 年度にOHATの勉強会を実施し
一部の患者で試用、平成 29 年度からは全入院患
者を対象に評価を実施。その後病棟スタッフへ
意識調査を行い実施状況を確認した。
【結果】調査の結果、評価に慣れたかの問いに
「あまり自信がない」「まったく自信がない」が
26％、評価で問題があると判断した結果、歯科
への連携を勧めたのは 64％であった。気を付け
たことでは「保湿剤を使用する」「動揺歯の脱落
に気をつけた」などの対応がみられた。また口
腔内に関する事故発生についても報告者レベル
２以下のものであった。
【今後の課題】OHATの評価に慣れ、評価結果
をもとにケアを変更していることは判明したが
ケア内容はスタッフ個々の能力によるところが
ある。また、評価も個々の判断に任せているた
め結果に差がある可能性もある。しかし、口腔
内評価で歯の脱落などのリスクがある患者の抽
出が可能になり入院後のトラブルを最小限にす
ることは可能になっている。今後は平成 30 年度
から開始した歯科医師参加のNSTラウンドへの
活用を行いたい。

【目的】摂食嚥下調整食の栄養価は常食に比べ低
いことが報告されている。しかし、嚥下調整食
摂取者の栄養状態を評価した研究は少ない。本
研究は、嚥下調整食摂取者と普通形態摂取者の
栄養状態の違いを調査することを目的とした。
【方法】入院高齢者（65 歳以上）の全例を対象
とした。発病前の食形態で嚥下調整食摂取者を
同定し、嚥下調整食摂取者と普通形態摂取者に
群わけした。年齢、性別のほか、栄養指標とし
て、Mini�Nutritional�Assessment-Short�Form
（MNA-SF）、Malnutrition�Universal�Screening�
Tool（MUST）、Geriatric�Nutritional�Risk�Index
（GNRI）、Body�Mass�Index（BMI）、除脂肪量
指数（FFMI）を比較した。
【結果】対象者は 1,598 例、平均年齢 76.1 ± 7.1
歳だった。嚥下調整食摂取者は 50 人（3.1％）
だった。嚥下調整食摂取者は、高齢（79.4 ±
8.8 歳�vs.�76.0 ± 7.0 歳，p=0.001）、 低 栄 養 リ
スク（MNA-SF�8� [6� -�10] 点�vs.�12� [10� -�13] 点、
p<0.001、MUST�2� [2� -�3.5] 点�vs.�0� [0� -�2] 点、
p<0.001、GNRI�79.6 ± 11.0�vs.� 94.5 ± 10.9、
p<0.001）、低体重（BMI�19.8 ± 3.9�kg/m2�vs.�
22.3 ± 3.5�kg/m2、p<0.001）、低除脂肪量（女性
FFMI�13.6 ± 2.0�kg/m2�vs.�14.4 ± 1.6�kg/m2、
p<0.0039、男性 FFMI�16.4 ± 1.5��kg/m2�vs.�17.3
± 1.5�kg/m2、p<0.001）だった。
【結論】嚥下調整食摂取者は低栄養であることが
わかった。嚥下調整食の栄養価に配慮する必要
がある。

岐阜赤十字病院
坂　啓子　加藤裕子　山本希美重　石原祥史
高橋裕司

1. 愛知医科大学病院 栄養部，2. 愛知医科大学病
院 緩和ケアセンター，3. 愛知医科大学病院 薬剤
部，4. 愛知医科大学病院 看護部
石田優利亜1　前田圭介2　野々垣知行3　
木下　功3　柴田裕紀4　工藤すみ4　森　直治2

O-07	 	口腔アセスメント（OHAT）を活
用した口腔管理を目指して

	 ―看護師の意識調査から―

O-08	 	嚥下調整食摂取者と低栄養の検討
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【症例】70 代後半、男性。
【現病歴】X-8 年に水頭症の指摘あるも、ADLは
保たれていた。�X-2 年に入り、歩行障害など症
状に進行みられ当院受診し、紹介先のA大学病
院でも手術適応なしと判断された。�X年に尿路
感染症で当院へ入院した際、重度水頭症による
覚醒不良から食物の口腔内滞留が著明で ST介
入依頼となった。
【経過】初回嚥下スクリーニングテストMWST4
点、FT4 点。摂食状況としては、覚醒不良であ
り、食物の口腔内滞留が著明であった。自発的
な咀嚼・移送動作はみられなかった。時間経過
し重力補助にて咽頭流入したものを、反射的に
嚥下していたがむせや声質変化はなかった。口
腔ケアなどの刺激に対して咬反射を認めたため、
ブロックゼリーでの直接訓練を実施したところ、
咀嚼・移送動作が誘発され、それに伴い、嚥下
反射が惹起された。訓練継続し、ブロックゼリー
でなくとも咀嚼・移送動作がしっかりと行われ
るようになり、全粥・きざみトロミ食の摂取が
可能となった。
【考察】本症例は、重度水頭症による覚醒不良な
ど先行期の問題から咀嚼・移送動作が乏しく、
咽頭期は保たれていたため，ブロックゼリーの
形態効果を利用でき改善を認めた。今後も同様
の症例で検討を重ねたい。

1. 伊賀市立上野総合市民病院 リハビリテーション
課，2. 伊賀市立上野総合市民病院 栄養管理課，
3. 伊賀市立上野総合市民病院 薬剤課，4. 伊賀市
立上野総合市民病院 外科
正木健太1　中井紘子2　白井由美子2　久米麻有3　
猪田幸邦3　福森和俊3　三枝　晋4　三木誓雄4

O-09	 	演題取下げ	
	

O-10	 	ブロックゼリーでの直接嚥下訓練
により、全粥・きざみトロミ食摂取
が可能となった重度水頭症の一例
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当院のＮＳＴメンバーに臨床検査技師、言語聴
覚士、作業療法士が加わっており、毎週のカン
ファレンスと回診に参加している。今回、ギラ
ンバレー症候群で長期に嚥下障害がみられた症
例について、多職種で協働して強制栄養から経
口摂取のみで十分に栄養補給可能になるまでス
ムーズな移行が出来たので報告する。
40 代男性。ギランバレー症候群を発症し、ＩＣ
Ｕにて経静脈及び経管栄養管理が行われていた。
脱水所見が認められたため、ＮＳＴ介入依頼が
あり、入院 18 日目より介入を開始した。必要栄
養量や水分量の設定及び経静脈と経管栄養の種
類と投与速度や投与計画については、身体状況
を観察し、病棟担当スタッフと情報共有しなが
ら提案を行った。静脈栄養中止後は経管栄養に
投与される白湯量の調整、リハビリの段階に応
じて経管栄養が邪魔にならないよう投与時間や
高濃度の栄養剤への変更提案を行なった。79 日
目より経口摂取が開始、嚥下食の回数・量・内容・
形態については患者の希望や言語聴覚師と相談
しながら個別に対応し、95 日目には半流動食の
形態まで改善し、食事のみで十分な栄養補給が
可能となり、100 日目にリハビリ転院となった。
多職種で情報共有を行いながら、良好な栄養状
態を維持しつつ強制栄養から経口食への移行を
順調に行うことができた症例であった。

三重大学医学部附属病院
三澤雅子　岩下義明　手島信子　宮村みさ子　
服部雅子　西　郁香　世古口典子　松田佳奈
小寺恵美子　矢野　裕

O-11	 	強制栄養から十分な食事摂取まで
の栄養管理
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【目的】大球性貧血、胆道閉塞を併発した、葉酸
低値の胃がん症例に対して栄養介入を行った。
葉酸補充、胆道閉塞が改善したことによりＨｂ
の低下、ＭＣＶの上昇が治まったと考えられた
症例を経験したため報告する。
【症例】81 歳女性　身長 132.3cm　体重 47.5kg
胃がんに対して幽門部切除術施行予定であった
が、嘔吐、食事摂取困難のため、予定よりも早
く加療入院となる。
【経過】入院後、誤嚥性肺炎の疑いで中心静脈栄
養管理となる。第 10 病日頃より胆道閉塞により
ＡＳＴ、ＡＬＴ、γ - ＧＴＰ増加。幽門部切除術
予定であったが切除困難のため第 18 病日、胃空
腸バイパス術、経皮経肝胆道ドレナージ ( ＰＴＢ
Ｄ ) を施行。経口摂取開始するも摂取不良で、Ｈ
ｂは徐々に低下し、第 38 病日Ｈｂ 6.6g/dL と高
度に低下、ＭＣＶ 102.1fl となり輸血を施行。第
39 病日、葉酸 4.0ng/ml と基準値下限。第 42 病
日よりフォリアミンⓇ10mg 開始。第 49 病日、
葉酸 22�ng/ml 以上、ＰＴＢＤチューブをクラン
プ。第 52 病日、内瘻チューブ留置。その後、Ｈ
ｂ 11.1�g/dL、ＭＣＶ 95.0�fl と改善。
【考察】葉酸は胆汁排泄、腸管循環に関わるとさ
れており、不足した理由として摂取量の低下も
あると考えられるが、胆道閉塞により腸管循環
が阻害されたことと、ＰＴＢＤによる胆汁排泄
が促進されたことが影響した可能性があると考
えられた。
【結語】胆道閉塞、ＰＴＣＤ時に大球性貧血となっ
た場合、葉酸欠乏の評価をする必要がある。

【症例】54 歳女性。
【経過】X-6 年に卵巣腫瘍術後の絞扼性イレウス
で小腸切除後であった。X-3 年に全身浮腫で甲状
腺機能低下症を指摘されレボチロキシン開始し
50 μ gで正常化し内服継続していた。元々 32kg
（BMI�13.8㎏ /m2）であったがX年 -1 か月に体
重が 27㎏（BMI�11.6㎏ /m2）まで減少し、低血糖、
肝機能障害、低栄養で入院したが数日で自主退
院。退院後も低血糖続き体重 24kg（BMI�10.3㎏
/m2）、歩行困難で入院加療となった。
【経過】末梢静脈栄養でビタミン、糖加アミノ酸
製剤補充し、Fe、Zn、P 製剤内服を開始した。
経口摂取も半消化態栄養剤（計 300Kcal）から開
始したが低 P血症となり P製剤を増量して対応
した。脂肪乳剤の追加しても栄養状態の改善が
乏しかったため第 27 病日よりTPNを開始した
ところ、徐々に栄養状態改善した。入院 2か月
程で体重も 30㎏まで改善したが、その後は経口
摂取全量摂取にも関わらず体重増加が停止した。
体重 30㎏（BMI12.9）以上の増加が許容できず
ボディイメージの障害があると考えられ、病室
で自己嘔吐や食事を捨てていることが判明した。
精神科受診も行い心理的影響の改善に務めたが
体重はこれ以上増加しなかった。自宅生活も可
能となり第 104 病日に退院となった。外来でも
30kg を維持し通院している。
【考察】低栄養状態患者への栄養療法では
Refeeding�syndrome などの重篤な合併症を起こ
す可能性があり慎重な栄養管理が必要である。

別府医療センター
安藤翔治　皆尺寺悠史　稲富悠夏　深川　萌
桑原淳子

1. 名古屋第一赤十字病院 内分泌内科，2. 名古
屋第一赤十字病院 栄養課，3. 名古屋第一赤十
字病院 一般消化器外科，4. 名古屋第一赤十字
病院 消化器内科
清田篤志1　伴野広幸2　吉岡裕一郎3　春田純一4

O-12	 	大球性貧血、胆道閉塞を併発した葉
酸低値の胃がん症例に対する栄養
介入

O-13	 	小腸切除後に神経性食思不振症が
合併した一例

	

一般演題3『症例報告』
O-12 〜 O-16 座長：須崎　真（公立紀南病院 病院長 / 外科）
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患者は 83 歳男性、12 年前膵頭十二指腸切除術既
往あり。老健入所中、平成 29 年大晦日に転倒、
左大腿骨頚部骨折。A総合病院で 1月 6 日手術。
1 月 26 日リハビリテーション目的で転院。2 月
16 日経口摂取不良・全身浮腫にてA総合病院転
院精査にて甲状腺機能低下と診断され補充療法
開始。3月 28 日長期療養のため当院転院となっ
た。入院時身長 162cm, 体重 51.5kg、両下肢に浮
腫を認める。TP�4.5g/dl、ALB�1.7g/dl、Hb�9.7g/
dl、MCV�98.2fl、TG�48mg/dl、T-cho�126mg/dl、
ビタミン B1�25ng/ml、ビタミン B12�292pg/ml、
HbA1c�5.3%。前医にひき続き E-1600kcal 食を
提供しテルミール 200kcal と、ビタメジン 1cup/
日を追加した。２週間目、TP�4.7g/dl、ALB�
1.6g/dl、Hb�9.0g/dl、MCV�96.8fl、TG�42mg/dl、
T-cho�112mg/dl。エクセラーゼ３錠をリパクレ
オン 6カプセルに変更し更にぺプタメン 300kcal
を追加したが甘いものばかり飲めないという御
本人の要望で４日間併用ののちテルミールは中
止した。１ヶ月目、TP�5.0g/dl、ALB�1.9g/dl、
Hb�8.9g/dl、MCV�94.8fl、TG�56mg/dl、T-cho�
132mg/dl。１日 3 回の血糖測定で血糖の上昇が
みられたためインシュリン注射を併用し経過観
察中である。
この患者様は転倒前には自立。低栄養であって
も外見が問題ないようにみえたのか？糖につい
ては栄養管理は問題ないが、手術の前後で甲状
腺ホルモン、ビタミンB1、TP・Alb などの異常
が顕在化した症例である。より良い管理を目指
したい。

【背景】本症例は脳梗塞の発症を契機として経
口摂取を拒否するようになり、家族が希望する
自宅への退院に向けた大きな障壁となった。安
定した経口摂取の実現に向けて多職種の連携に
よってアプローチする経験を得たので報告する。
【症例】80 歳女性
【主訴】意識障害
【現病歴】入院 4日前、トイレで体動困難になっ
ている状態を家族が発見。この頃から昼夜の区
別なく大きな声をあげるようになり、意思の疎
通も困難な状態となった。入院当日に近医クリ
ニックを受診し、精査加療目的に当院紹介となっ
た。
【既往歴】糖尿病、高血圧、白内障、類天疱瘡
【生活歴】要介護１　夫と二人暮らし　長女夫妻
とは疎遠な状態
【経過】右前頭葉の脳梗塞と診断。主たる症状と
しては意識障害、認知機能低下、脱抑制、人格
変化であった。特に経口摂取や内服を拒否する
ため栄養状態が悪化した。基礎疾患である糖尿
病は入院１年前に発症した類天疱瘡に対するス
テロイド投与で悪化している状態であった。そ
れに加えて脳梗塞急性期や絶食状態のストレス
下に置かれたことで糖尿病コントロールの更な
る悪化も招いた。これらの状態に対して NST、
認知症ケアチームも介入することで入院加療継
続中である。
【考察】本症例は演題登録時においては加療継続
中である。疎遠であった長女夫妻とも関係が修
復され自宅退院を目標にリハビリを行なってい
る。その経過を踏まえて当日に報告したい。

刈谷豊田総合病院 高浜分院
長谷川正光　志賀美和

津生協病院
吉川真史　織田　諒　稲垣清美　田中　諒　
辻　泰至　堀内美佳　中森玲子　田中啓太
宮崎智徳

O-14	 	低アルブミン血症の管理に難渋した
1例

	

O-15	 	前頭葉の脳梗塞発症を契機にして食
事を拒否するようになった症例に対し
て多職種チームにより取り組んだ一例	
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【はじめに】2017 年に慢性便秘症診療ガイドライ
ンが発行され、浸透圧性下剤や上皮機能変容薬
が第一に推奨されている。今回、宿便で多発性
直腸潰瘍を来した高齢の透析症例の宿便コント
ロールにルビプロストンが有用であった一例を
報告する。
【症例】84 歳男性、主訴は下血、ショック。77
歳時に慢性腎不全のため透析療法が開始された。
数ヶ月前から便秘あり刺激性下剤が処方された。
4月 6日排便後に下血を認めトイレで転倒され救
急搬送となった。CT所見で直腸に大量の宿便を
認め、緊急内視鏡検査で直腸内に大量の硬便と
多発潰瘍を認めた。輸血とともに点滴＋エレン
タールを開始、第 5病日には高カロリー輸液＋
リーナレン＋アバンドを開始した。経過中にCD
腸炎の併発ありバンコマイシンの治療を行った。
内視鏡で多発潰瘍の縮小を確認後、第 22 病日か
ら食事を開始、さらにルビプロストン 24 μ g を
1日 2 回開始した。便意は乏しいが 1日 2回の排
便姿勢を促すことでブリストルスケール 4~5 の
自然排便を認めた。入院後約 1ヶ月の内視鏡検
査では直腸内に硬便なく潰瘍瘢痕が確認できた。
【考察】高齢者の多発性直腸潰瘍は予後不良の病
態であり治療に難渋することが多い。本例では
便の形態に注意をしながら栄養管理を行い、さ
らにルビプロストンを投与した。本剤は便を軟
らかくして排便が促進され高齢透析症例の宿便
に極めて有用であった。

1. 済生会松阪総合病院 内科，2. 済生会松阪総
合病院 管理栄養課
清水敦哉1　福家洋之1　大洲有佳2　西村　萌2

松本由紀2

O-16	 	宿便による多発性直腸潰瘍を発症し
た慢性透析症例の一例
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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。
世話人は日本静脈経腸栄養学会学術評議員・代議員資格の喪失と同時に解任となる。
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 12 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

アボットジャパン株式会社

イーエヌ大塚製薬株式会社

株式会社インボディ・ジャパン

株式会社エスアールエル

株式会社大塚製薬工場

株式会社クリニコ

株式会社明治

日本イーライリリー株式会社

ニュートリ―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

ミヤリサン製薬株式会社

ユニ・チャーム株式会社

（五十音順・2018 年 6 月 15 日現在）

第 12 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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www.lilly.co.jp

日本イーライリリーは製薬会社として、

人々がより長く、より健康で、

充実した生活を実現できるよう、

中枢神経変性疾患、疼痛、がん、

糖尿病、成長障害、筋骨格系疾患、

自己免疫疾患などの領域で、

日本の医療に貢献しています。

B6広告_研究開発編



革新的製品に
思いやりを込めて。

日本イーライリリー株式会社
〒651-0086 神戸市中央区磯上通 5-1-28
www.lilly.co.jp

日本イーライリリーは製薬会社として、

人々がより長く、より健康で、

充実した生活を実現できるよう、

中枢神経変性疾患、疼痛、がん、

糖尿病、成長障害、筋骨格系疾患、

自己免疫疾患などの領域で、

日本の医療に貢献しています。

B6広告_研究開発編

第 12回日本静脈経腸栄養学会
東海支部学術集会

発行者：加藤�弘幸

発行所：尾鷲総合病院
　　　　〒 519-3693�三重県尾鷲市上野町 5-25
　　　　TEL：0597-22-3111

印　刷：株式会社コングレ
　　　　〒 460-0004� 名古屋市中区新栄町 2-13�
� 栄第一生命ビルディング 6F
　　　　TEL：052-950-3369　FAX：052-950-3370


