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7 月 5 日（金）　第1会場

シンポジウム 1　9:15～10:35

外科代謝とアミノ酸（アミノ酸学会合同シンポジウム）

座長：下村　吉治（名古屋大学大学院生命農学研究科栄養生化学研究室）
和佐　勝史（大阪大学医学科教育センター）　　　　　　　　　　

S-1-1	 アミノ酸の分子標的mTORシグナルを活性化するアミノ酸、ジペプチド
○飯干 泰彦 1）、寺田 直弘 2）、位藤 俊一 1）、水野 均 1）、山村 憲幸 1）、西谷 暁子 1）、 

藤井 仁 1）、人羅 俊貴 1）、藤井 亮知 1）、中川 敬也 1）、大橋 朋史 1）、児玉 匡 1）、 
伊豆蔵 正明 1）

1）りんくう総合医療センター外科、2）Department of Pathology, Immunology and 
Laboratory Medicine, University of Florida College of Medicine

S-1-2	 ミトコンドリア代謝が肝細胞癌再発を決定する
○工藤 篤、田中 真二、伴 大輔

東京医科歯科大学肝胆膵外科

S-1-3	 Eck モデルにおける高アンモニア血症、amino	acid	imbalance の解析
○橋本 直樹

近畿大学保健管理センター

S-1-4	 「アミノインデックス技術」の炎症性腸疾患（IBD）診断マーカーへの応用可能性
○小野 信和 1）、久松 理一 2）、日比 紀文 2）

1）味の素株式会社イノベーション研究所、2）慶応義塾大学医学部消化器内科

S-1-5	 肝虚血再灌流障害における術前分岐鎖アミノ酸投与の有用性について
○横山 幸浩、國料 俊男、北川 智美、梛野 正人

名古屋大学医学部医学系研究科腫瘍外科

S-1-6	 生体肝移植後における術後至適栄養管理の追求	
―敗血症の危険因子としてのSarcopenia とグルタミン代謝の意義―
○戸島 剛男、調 憲、池上 徹、吉屋 匠平、木村 光一、中川原 英和、松本 佳大、 

今井 大祐、別城 悠樹、王 歓林、播本 憲史、山下 洋市、吉住 朋晴、副島 雄二、 
池田 哲夫、前原 喜彦
九州大学大学院消化器・総合外科
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JPEN 推薦論文セッション　10:35～11:15

座長：土岐　彰（昭和大学医学部外科学講座小児外科学部門）

J-1	 肝切除における周術期の best	practice	
―術前腸管処置・胃管・術後鎮痛・ドレーン管理・腹腔鏡手術―
○野見 武男、庄 雅之、山戸 一郎、北東 大督、尾原 伸作、長井 美奈子、木下 正一、

安田 里司、赤堀 宇広、山田 高嗣、金廣 裕道、中島 祥介
奈良県立医科大学消化器・総合外科

J-2	 敗血症下での overfeeding が惹起する急性高血糖に対するインスリン療法の負
の側面
○米山 智 1）、寺島 秀夫 2）、山口 龍志郎 3）、只野 惣介 2）、大河内 信弘 2）

1）国立病院機構水戸医療センター外科、2）筑波大学消化器外科、3）水戸中央病院外科

J-3	 敗血症症例における血漿アミノ酸値の経時的変化の予後因子としての意義
○辻本 貴江 1）、清水 健太郎 3）、上島 悦子 1）、廣瀬 智也 3）、小倉 裕司 3）、和佐 勝史 2）、

嶋津 岳士 3）

1）大阪大学大学院薬学研究科、2）大阪大学医学部附属病院栄養マネジメント部、 
3）大阪大学医学部附属病院高度救命救急センター

J-4	 腸管虚血再灌流が肝免疫に及ぼす影響の経時的検討
○小川 越史 1）、深柄 和彦 2）、柳川 将志 3）、福田 俊 4）、村越 智 2）、安原 洋 2）、 

福島 亮治 1）

1）帝京大学医学部外科学講座、2）東京大学手術部、3）東京大学農学部、 
4）東京大学胃・食道外科

スポンサードセミナー　11:20～12:00

座長：瀬戸泰之（東京大学大学院医学系研究科消化管外科学・代謝内分泌外科学教授）

こんなにも多い亜鉛欠乏症 !! 食欲不振？褥瘡？そして舌痛症も？
～臨床症状の謎が最新の亜鉛研究で、徐々に明らかに～

倉澤　隆平
東御市立みまき温泉診療所顧問

共催：株式会社シノテスト

会長講演　13:10～13:40

司会：冲永　功太（帝京大学名誉教授）

周術期栄養管理の過去、現在、未来
福島　亮治
帝京大学医学部外科学講座
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シンポジウム 2　13:40～15:30

高齢者の手術適応を巡る諸問題①
座長：田村　和夫（福岡大学医学部腫瘍・血液・感染症内科）

塩崎　　均（近畿大学学長）　　　　　　　　　　　　

基調講演	 高齢がん患者の機能評価とがん治療
○田村 和夫

福岡大学医学部腫瘍・血液・感染症内科

S-2-1	 高齢者食道癌患者の手術適応と周術期経腸栄養管理の意義を考える
○鍋谷 圭宏 1, 2）、永田 松夫 1）、武藤 頼彦 1）、河津 絢子 2）、實方 由美 2）、佐々木 良枝 2）、

近藤 忠 2）、羽田 真理子 2）、福原 麻后 2）、高橋 直樹 2）、滝口 伸浩 1, 2）、池田 篤 1）、 
貝沼 修 1）、早田 浩明 1）、趙 明浩 1）、有光 秀仁 1）、朴 成進 1）、佐藤 護 1）、羽山 晶子 1）、
山本 宏 1）

1）千葉県がんセンター消化器外科、2）千葉県がんセンター栄養サポートチーム（NST）

S-2-2	 高齢者食道癌に対する外科治療成績と問題点
○新海 政幸、安田 卓司、加藤 寛章、錦 耕平、岩間 密、牧野 知紀、白石 治、安田 篤、

今野 元博、今本 治彦、古河 洋、奥野 清隆、塩崎 均
近畿大学医学部外科

S-2-3	 高齢者に対する胸腔鏡下食道癌手術の適応について
○有吉 朋丈、村上 雅彦、大塚 耕司、藤森 聡、渡辺 誠、青木 武士、加藤 貴史

昭和大学消化器・一般外科

S-2-4	 高齢者大腸癌患者の短期・長期成績と予後規定因子
○長田 俊一

横浜市立みなと赤十字病院大腸外科

S-2-5	 高齢者結腸癌手術における腹腔鏡手術の意義：高齢者こそ腹腔鏡手術
○山田 岳史 1）、松本 智司 2）、菅 隼人 1）、小泉 岐博 1）、進士 誠一 1）、松田 明久 2）、 

内田 英二 1）

1）日本医科大学消化器外科、2）日本医科大学千葉北総病院外科

S-2-6	 高齢者潰瘍性大腸炎手術症例の検討
○生澤 史江 1）、舟山 裕士 1）、高橋 賢一 1）、千年 大勝 2）、望月 保志 2）、澤田 健太郎 2）、

柴原 みい 2）、矢吹 慶 2）、安本 明浩 2）、武藤 満完 2）、野村 良平 2）、松村 直樹 2）、 
西條 文人 2）、豊島 隆 2）、徳村 弘実 2）

1）東北労災病院大腸肛門外科、2）東北労災病院外科

S-2-7	 超高齢者に対するPEG造設の適応と妥当性―albumin 値の推移の検討から―
○木暮 道夫

川越池袋病院総合診療科外科
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シンポジウム 3　15:30～17:00

高齢者の手術適応を巡る諸問題②
座長：平田　公一（札幌医科大学消化器・総合、乳腺・内分泌外科）

權　　雅憲（関西医科大学外科学講座）　　　　　　　　　　

S-3-1	 高齢者肝細胞癌の手術成績
○上野 昌樹、瀧藤 克也、谷 眞至、速水 晋也、山上 裕機

和歌山県立医科大学第 2 外科

S-3-2	 80 歳以上高齢者肝細胞癌に対する肝切除の妥当性についての検討
○前原 伸一郎、池田 泰治、根東 順子、藤家 雅志、岩永 彩子、大垣 吉平、江頭 明典、

山本 学、南 一仁、坂口 善久、藤 也寸志、岡村 健
国立病院機構九州がんセンター

S-3-3	 超高齢者肝切除における肝再生能と成績
○藪下 泰宏 1）、田中 邦哉 1）、田栗 正隆 2）、中川 和也 1）、熊本 宜文 1）、野尻 和典 1）、

森 隆太郎 1）、谷口 浩一 1）、松山 隆生 1）、上田 倫夫 1）、武田 和永 1）、大田 貢由 1）、
秋山 浩利 1）、遠藤 格 1）

1）横浜市立大学消化器・腫瘍外科学、2）横浜市立大学学術院医学群臨床統計学・疫学

S-3-4	 高齢者肝細胞癌肝切除術における治療成績よりみた外科治療指針再考の提案
○海堀 昌樹、松井 康輔、石崎 守彦、坂口 達馬、菱川 秀彦、松島 英之、津田 匠、 

中竹 利知、松井 陽一、權 雅憲
関西医科大学外科

S-3-5	 加齢に伴う肝切除後侵襲反応の変化と臨床結果からみた高齢者肝細胞癌例の手
術適応と術前免疫栄養療法の効果
○土師 誠二 1）、野村 秀明 3）、竹山 宜典 2）、大柳 治正 4）

1）大阪府済生会中津病院外科、2）近畿大学医学部外科、 
3）神戸常盤大学保健科学部医療検査学科、4）近大姫路大学

S-3-6	 高齢者における膵頭十二指腸切除：栄養状態の回復が遅れ創感染が多い
○山下 洋市、調 憲、戸島 剛男、播本 憲史、木村 光一、松本 佳大、中川原 英和、 

吉屋 匠平、的野 る美、池上 徹、吉住 朋晴、副島 雄二、池田 哲夫、前原 喜彦
九州大学大学院消化器・総合外科（第二外科）

S-3-7	 高齢者に対する肺癌手術術前における高容量 BCAA 併用包括的呼吸リハビリ
テーション
○山下 芳典、原田 洋明、坪川 典史、半田 良憲

呉医療センター・中国がんセンター呼吸器外科

閉会の辞　17:00～17:10
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7 月 5 日（金）　第2会場

要望演題 4　9:15～10:55

長期 TPN における微量元素
座長：長谷部正晴（古川橋病院外科）　　　　　　　　　　

千葉　正博（昭和大学病院外科学講座小児外科部門）

RS-4-1	 長期中心静脈栄養患者への微量元素製剤のルーチン投与は鉄過剰症を来す危険がある
○長谷部 正晴、山崎 江里子

古川橋病院外科

RS-4-2	 当科の在宅静脈栄養施行症例における血中微量元素濃度の検討
○上原 秀一郎、曹 英樹、和佐 勝史、奈良 啓悟、上野 豪久、大植 孝治、臼井 規朗

大阪大学小児成育外科

RS-4-3	 高齢者の長期中心静脈栄養療法中の微量元素製剤投与による鉄過剰について
○加藤 治樹

医療法人大寿会大寿会病院

RS-4-4	 高齢者の長期中心静脈栄養療法中の微量元素製剤投与が血清ヘプシジンに及ぼす影響
○加藤 治樹

医療法人大寿会大寿会病院

RS-4-5	 高カロリー輸液用微量元素製剤の投与方法が血清ヘプシジン値に及ぼす影響	
―側管投与と混合投与の比較―
○山崎 江里子 1）、福島 亮治 2）、長谷部 正晴 1）

1）古川橋病院外科、2）帝京大学医学部外科学講座

RS-4-6	 高カロリー輸液剤に配合した微量元素製剤中のコロイド鉄の崩壊ならびにラッ
トヘプシジン誘導に及ぼす影響
○坂田 文子、知久 一雄

テルモ株式会社研究開発本部

RS-4-7	 周術期における鉄投与の意義
○長浜 雄志 1）、安藤 昌之 1）、鴈野 秀明 1）、阿美 克典 1）、荒井 邦佳 1）、五関 謹秀 2）

1）東京都保健医療公社豊島病院外科、2）秀和綜合病院

RS-4-8	 周術期中心静脈栄養療法中における鉄剤投与の影響
○桑原 博、五関 謹秀、渡邊 秀一、劉 博、小川 康介、光岡 明人、真田 貴弘

秀和綜合病院外科
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RS-4-9	 微量元素製剤を考える
○標葉 隆三郎

横浜新緑総合病院

RS-4-10	小児における微量元素製剤長期投与における各種微量元素濃度の推移の検討
○増本 幸二 1）、上杉 逹 1 ）、新開 統子 1）、永田 公二 2）、田口 智章 2）

1）筑波大学医学医療系小児外科、2）九州大学大学院医学研究院小児外科

コメディカルセッション 3　10:55～11:45

NST
座長：中濱　孝志（がん研有明病院栄養管理部）　　　　　　　　　　

コメンテーター：鷲澤　尚宏（東邦大学医療センター大森病院栄養治療センター）

CS-3-1	 がん専門病院のNST活動：患者に直接見えるチームづくり
○河津 絢子、鍋谷 圭宏、實方 由美、佐々木 良枝、近藤 忠、羽田 真理子、福原 麻后、

高橋 直樹
千葉県がんセンター NST

CS-3-2	 NST 介入がん術後患者の体重減少、炎症と予後との関連
○梶原 克美 1）、西村 町子 1）、田尻 ゆかり 1）、上野 純子 1）、薬師寺 優子 1）、中村 理佐 1）、

宇城 恵 1）、谷森 佳弘 1）、森嶋 祥之 1）、斉藤 務 1）、内橋 隆行 1）、三木 仁美 1）、 
土師 誠二 2）

1）近畿大学医学部附属病院栄養部、2）大阪府済生会中津病院

CS-3-3	 重度心不全により補助人工心臓を装着した症例における栄養管理方針の検討
○若林 亜耶、大石 雅子、竹中 美樹、渡邊 梓、高田 晃宏、和佐 勝史

大阪大学医学部附属病院栄養マネジメント部

CS-3-4	 胃癌術後の誤嚥性肺炎に対して口腔ケア介入が著効した一症例
○岩崎 聡美 1, 2）、内田 洋一朗 2, 4）、野田 祥子 2, 3）、井下 春美 1, 2）、山田 信子 2, 5）、 

久保 麻友子 2, 5）、阿賀 千香子 2, 6）、池上 由利子 2, 6）、山崎 みどり 2, 7）、藤本 寛太 2, 8）、
佐藤 正人 2, 9）、中村 肇 2, 10）

1）田附興風会医学研究所北野病院看護部、2）北野病院 NST、 
3）北野病院耳鼻咽喉科言語聴覚士、4）北野病院消化器センター外科、 
5）北野病院栄養指導部、6）北野病院薬剤部、7）北野病院臨床検査部、 
8）北野病院糖尿病内分泌センター、9）北野病院小児外科、10）北野病院健診部

CS-3-5	 従来の聞き取りによる食事摂取量調査の問題点と課題
○朝倉 比都美 1）、早崎 麻衣子 1）、里見 麻利子 1）、濱口 加奈江 1）、服部 綾香 1）、 

福島 亮治 2）

1）帝京大学医学部附属病院栄養部、2）帝京大学医学部外科学講座
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ランチョンセミナー2　12:10～13:00

座長：宮田　剛（東北大学大学院医学系研究科外科病態学講座先進外科学分野准教授）

アミノ酸（シスチンとテアニン）の抗炎症・免疫増強作用について 
―基礎から臨床まで―

土屋　誉
仙台市医療センター仙台オープン病院副院長・消化器外科一般外科部長

共催：味の素ニュートリション株式会社

要望演題 5　15:00～16:10

周術期管理
座長：谷口　英喜（神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部栄養学科）

コメンテーター：竹山　廣光（名古屋市立大学消化器外科）　　　　　　　　　

RS-5-1	 無脂肪・無残渣流動食の非消化管手術前投与の検討
○志賀 千鶴子 1）、稲葉 毅 1）、池田 佳史 1）、堀川 昌宏 1）、井上 泰介 1）、小川 越史 1）、

江川 恵津子 2）、朝倉 比都美 3）、池田 正 1）、福島 亮治 1）

1）帝京大学医学部外科学講座、2）帝京大学医学部付属病院看護部、 
3）帝京大学医学部付属病院栄養部

RS-5-2	 胃癌の幽門側胃切除症例でのERAS® における術前OS-1® と OS-1 ゼリー®摂取
の比較検討
○碇 直樹、山田 卓司、山本 雅一

東京女子医科大学消化器病センター外科

RS-5-3	 小児に対する術前経口補水療法（PORT）の実際	
―小児の術前体液バランスとQOL―
○靍 知光、橋詰 直樹、東館 成希、小島 伸一郎、田中 宏明、朝川 貴博

聖マリア病院小児外科

RS-5-4	 術後早期異化亢進時に高エネルギー高タンパク型経腸栄養剤を用い、標準型経
腸栄養剤に移行する術後早期経腸栄養の検討
○丸山 道生、菅野 範英、長浜 雄志、佐藤 栄吾、丸山 祥司、田波 秀朗、村形 綾乃、

米倉 孝冶、上平 大輔、鈴木 啓一郎
東京都保健医療公社大久保病院外科

RS-5-5	 食道癌術後経腸栄養において、成分栄養剤は乳び胸水・腹水の出現予防に有用か？
○小山 諭、小杉 伸一、石川 卓、辰田 久美子、坂田 英子、利川 千絵、五十嵐 麻由子、

長谷川 美樹、萬羽 尚子、坂田 純、皆川 昌広、野上 仁、若井 俊文
新潟大学大学院消化器・一般外科
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RS-5-6	 胃癌術後補助化学療法症例における経口的栄養補充の有用性
○畑尾 史彦 1）、愛甲 丞 2）、深柄 和彦 3）、瀬戸 泰之 2）

1）東京都立多摩総合医療センター外科、2）東京大学医学部附属病院胃食道外科、 
3）東京大学医学部附属病院手術部

RS-5-7	 術後回復強化策推進のベンチマークとなる身体回復スコアの提案―第 2報
○宮田 剛、亀井 尚、中野 徹、阿部 薫夫、桂 一憲、谷山 裕亮、手島 仁、直島 君也、

中川 智彦、洞口 正志、高屋 快、佐藤 成、大内 憲明
東北大学大学院医学系研究科外科病態学講座先進外科学分野

要望演題 6　16:10～17:00

がんと代謝・栄養②
座長：丸山　道生（東京都保健医療公社大久保病院外科）　 　

コメンテーター：木村　　理（山形大学医学部外科学第一講座（消化器・ 
乳腺甲状腺・一般外科））

RS-6-1	 大腰筋面積とCT値によるサルコペニアの診断と膵癌切除例の長期予後
○古川 大輔、矢澤 直樹、和泉 秀樹、林 勉、中郡 聡夫、安田 聖栄

東海大学消化器外科

RS-6-2	 食道癌術前化学療法中に進行する筋委縮が術後短期成績へ与える影響
○林 勉 1）、小澤 壯治 1）、蒲池 健一 1）、数野 暁人 1）、古川 大輔 1）、伊東 英輔 1）、 

三朝 博仁 1）、千野 修 1）、中郡 聡夫 1）、貞廣 莊太郎 1）、安田 聖栄 1）、幕内 博康 2）

1）東海大学消化器外科、2）東海大学

RS-6-3	 がん性腹水に対する腹水濾過濃縮再静注法（CART）の有用性と代謝栄養管理
○伊藤 彰博、東口 髙志、大原 寛之、都築 則正、中川 理子、森 直治、村井 美代、 

阿波 宏子
藤田保健衛生大学医学部外科・緩和医療学講座

RS-6-4	 がん終末期における脂肪乳剤投与の検討
○森 直治、東口 髙志、伊藤 彰博、都築 則正、阿波 宏子

藤田保健衛生大学医学部外科・緩和医療学講座

RS-6-5	 癌化学療法における消化管毒性に対する水溶性食物繊維による支持療法
○並川 努 1）、福留 惟行 1）、志賀 舞 1）、北川 博之 1）、駄場中 研 1）、岡本 健 2）、 

小林 道也 2）、花崎 和弘 1）

1）高知大学医学部外科学講座外科 1、2）高知大学医学部医療学講座医療管理学分野
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7 月 5 日（金）　第3会場（ポスター会場）

一般演題 5  肝・胆・膵　14:00～15:00

座長：土師　誠二（大阪府済生会中津病院外科）

PS-22	 肝疾患による難治性腹水に対する腹腔静脈シャント（DenverR	peritoneovenous	
shunt）の栄養に及ぼす影響
○飯田 洋也、相原 司、友松 宗文、生田 真一、吉江 秀範、北濱 誠一、小野 朋二郎、

堀尾 勇規、竹中 雄也、後野 礼、山中 若樹
明和病院外科

PS-23	 門脈圧と肝予備能、術後合併症の関連性の検討
○友松 宗史、相原 司、飯田 洋也、生田 真一、北濱 誠一、小野 朋二郎、竹中 雄也、

後野 礼、堀尾 勇規、木村 文彦、吉江 秀範、柳 秀憲、山中 若樹
明和病院

PS-24	 血清アルブミンの質に注目した肝切除術後腹水発生危険因子の検討
○野尻 和典、田中 邦哉、中川 和也、藪下 泰宏、山本 晋也、廣島 幸彦、武田 和永、

熊本 宜文、上田 倫夫、松山 隆生、谷口 浩一、森 隆太郎、遠藤 格
横浜市立大学消化器腫瘍外科学

PS-25	 肝臓手術における包括的周術期プログラム（fast-track	program）の有用性の検討
○三宅 益代、田中 邦哉、野尻 和典、藪下 泰宏、中川 和也、上田 倫夫、武田 和永、

松山 隆生、谷口 浩一、熊本 宜文、森 隆太郎、遠藤 格
横浜市立大学医学研究科消化器・腫瘍外科学

PS-26	 当科における膵全摘症例の代謝栄養学的検討
○竹林 孝晃、渡邊 常太、村上 朱里、田村 圭、佐藤 創、井上 仁、米永 吉邦、亀井 義明、

高井 昭洋、藤山 泰二、串畑 史樹、高田 泰次
愛媛大学医学部肝胆膵・移植外科

一般演題 6  栄養評価　14:00～15:00

座長：谷口　正哲（大隈病院外科）

PS-27	 Bio-Impedance	Analysis による胃癌術後の生体構成成分変化の検討
○石橋 生哉 1）、今泉 拓也 3）、孝冨士 喜久生 2）、白水 和雄 2）、緒方 裕 1）

1）久留米大学医療センター外科、2）久留米大学医学部外科、3）聖マリア病院外科

PS-28	 In	Body	S10 を用いた消化器癌待機手術症例の術前体組成分析
○丸山 常彦 1）、鴨志田 敏郎 2）、酒向 晃弘 1）、上田 和光 1）、奥村 稔 1）、大河内 信弘 3）

1）日立製作所日立総合病院外科、2）日立製作所日立総合病院内科、3）筑波大学消化器外科
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PS-29	 人工呼吸管理下の重症熱傷患者における間接熱量測定の実際とその問題点
○池田 弘人、北村 真樹、高橋 宏樹、石川 秀樹、内田 靖之、坂本 哲也

帝京大学医学部救命救急センター

PS-30	 食道切除術後体重減少患者に対するグレリン投与の臨床試験
○柳本 喜智、宮崎 安弘、瀧口 修司、高橋 剛、黒川 幸典、山崎 誠、宮田 博志、 

中島 清一、森 正樹、土岐 祐一郎
大阪大学大学院消化器外科

PS-31	 切除不能膵癌に対するバイパス術のCONUTによる術前栄養評価と予後について
○土屋 勝、鷲澤 尚宏、甲田 貴丸、石井 淳、前田 徹也、大塚 由一郎、片桐 敏雄、 

田村 晃、久保田 喜久、名波 竜規、大嶋 陽幸、鏡 哲、尾作 忠知、吉野 翔、後藤 麻友、
谷島 聡、島田 英昭、金子 弘真
東邦大学医療センター大森病院消化器外科

PS-32	 大腸疾患術前のCONUTを用いた栄養評価の検討
○後藤 麻佑 1）、船橋 公彦 1）、甲田 貴丸 1, 2）、牛込 充則 1）、小池 淳一 1）、塩川 洋之 1）、

新井 賢一郎 1）、金子 暁奉 1）、鈴木 孝之 1）、松田 聡 1）、栗原 聰元 1）、鏡 哲 1）、 
水津 優 1）、鷲沢 尚宏 1, 2）、島田 英昭 1）、金子 弘真 1）

1）東邦大学医療センター大森病院、2）東邦大学医療センター大森病院栄養サポートチーム

一般演題 7  TPN　14:00～15:00

座長：康　　祐大（春日部市立病院外科）

PS-33	 入院患者における脂肪乳剤使用量の推移
○鷲澤 尚宏 1, 2）、大嶋 陽幸 1, 2）、名波 竜規 1, 2）、伊藤 正朗 1, 2）、谷島 聡 2）、土屋 勝 2）、

石井 淳 2）、大塚 由一郎 2）、柴田 祐充子 2）、古賀 裕輝 1, 3）、黒岩 実 2）、島田 英昭 2）、
金子 弘真 2）

1）東邦大学医療センター大森病院栄養治療センター、 
2）東邦大学医療センター大森病院一般消化器外科、3）東邦大学医療センター大森病院麻酔科

PS-34	 脂肪乳剤を TPNラインに側注する投与方法の安全性―脂肪粒子径からの検討
○井上 善文 1）、桂 利幸 2）、藤牧 巳央 3）、梶原 賢太 3）、國場 幸史 2）

1）大阪大学臨床医工学融合教育センター栄養ディバイス未来医工学部門、 
2）味の素製薬株式会社生産技術研究所、 
3）味の素製薬株式会社創薬研究センター

PS-35	 癌緩和期の経静脈栄養における皮下トンネル型中心静脈カテーテルの適応
○岩澤 卓、益池 靖典、池田 敦世、鉾之原 健太郎、亀山 亨、新毛 豪、大原 信福、 

谷田 司、大島 一輝、畠野 尚典、野田 剛広、小森 孝通、川西 賢秀、森田 俊治、 
今村 博司、赤木 謙三、堂野 恵三、北田 昌之
市立豊中病院外科
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PS-36	 Fish	oil/Soybean	oil 混合経静脈栄養製剤が腸管免疫に及ぼす影響	
―腸管付属リンパ装置リンパ球に着目して―
○守屋 智之 1）、深柄 和彦 2）、野口 緑 3）、岡本 耕一 1）、村越 智 2）、齋藤 大蔵 3）、 

長谷 和生 1）、山本 順司 1）

1）防衛医科大学校病院外科、2）東京大学医学部付属病院手術部、 
3）防衛医科大学校防衛医学研究センター外傷研究部門

PS-37	 クローン病に対する術前栄養療法：特に病型別の効果の違いについての検討
○高橋 賢一 1）、舟山 裕士 1）、生澤 史江 1）、徳村 弘実 2）、豊島 隆 2）、武者 宏昭 2）、 

西條 文人 2）、鈴木 洋 2）、松村 直樹 2）、武藤 満完 2）、安本 明浩 2）、又吉 信貴 2）、 
澤田 健太郎 2）、柴原 みい 2）、千年 大勝 2）、望月 保志 2）

1）東北労災病院大腸肛門病センター、2）東北労災病院外科

7 月 5 日（金）　第4会場

ランチョンセミナー3　12:00～12:50

座長：瀬下　明良（東京女子医科大学第二外科学教室准教授）

いま改めて考える「経腸栄養」-begin, continue-
鍋谷　圭宏
千葉県がんセンター消化器外科主任医長

共催：アボットジャパン株式会社

7 月 6 日（土）　第4会場

ランチョンセミナー4　12:05～12:55

座長：井上　善文（大阪大学臨床医工学融合研究教育センター栄養ディバイス未来医工学共同研究部門
〈栄養医工学〉特任教授）

末梢静脈栄養（PPN）管理におけるピットフォール 
～『静脈経腸栄養ガイドライン第 3 版』を踏まえて～

石橋　生哉
久留米大学医療センター外科講師

共催：株式会社陽進堂




