




第 12回日本臨床栄養代謝学会九州支部学術集会の開催にあたって
 

 

 

 

第 12 回日本臨床栄養代謝学会九州支部学術集会 

会長 大脇 哲洋 

鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 地域医療学分野 

 

 

2020 年は年明けから新型コロナウイルス感染拡大を受け、日常生活のみならず、教育・研究・診療も

大きな影響を受け、制限された状況です。この感染拡大は、大きなパラダイムシフトをもたらし、今後

対面での会議等はオンラインへ移行し、必要最小限になっていくのでしょう。一方で、生活を見直し、

自分の回りや自身を見つめる機会を与え、健康意識の拡大ももたらしています。 

こうした中でも、直接対面での討論は重要であり、特に対面で得られる情報や影響の重要性を知る医

療者には、その機会が制限されるデメリットが徐々に蓄積している事と思います。本来ならば、お互い

の情報を直接対面で交換し、日常の診療・研究・教育に活かしていきたいところですが、残念ながら、

第 12 回の本学術集会も延期にも関わらず、対面で開催できる環境になく、完全オンラインでの開催と

なります。 

今回は、少しでも身近な興味深い情報提供を考え、食と健康に関し、特別講演として鹿児島の特産で

ある焼酎を科学する話題を鮫島吉廣先生（鹿児島大学前焼酎学講座教授）に、ランチョンセミナーとし

て、「医食同源―薩摩黒膳から人参養栄湯研究まで」という演題で、乾明夫先生（鹿児島大学漢方薬理学

特任教授）にご依頼しました。また、教育講演として、すぐに臨床に使える内容とし、総論として白尾

一定先生（地域医療機能推進機構（JCHO）宮崎江南病院 院長）、加治建先生（鹿児島大学病院総合臨

床研修センター特命教授）、糖尿病領域の基本的な栄養管理を出口尚寿先生（鹿児島大学糖尿病学分野

特任講師）にお願いし、多くの会員に興味を持っていただける内容に致しました。オンデマンドで学会

終了後も 2 週間ほど参加費納入の方にはオンデマンド配信しますので、有益な情報としてください。 

一般口演につきましては、全てオンラインでの提供とし、事前録画を作成していただき、当日討論す

る形式で行います。簡便な作業ですので、多く演題をお待ちしています。 

有意義な学会となりますよう、内容・視聴方法を十分工夫したものに致しますので、多くのご参加を

お待ちしております。 
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日本臨床栄養代謝学会九州支部会 世話人一覧 
 

役職 氏名 都道府県 所属 

支部長 野上 哲史 熊本県 熊本第一病院 

代議員 

朝川 貴博 福岡県 聖マリア病院 

浅桐 公男 福岡県 聖マリア病院 

池松 禎人 長崎県 十善会病院 

石井 信二 福岡県 久留米大学病院 

石橋 生哉 福岡県 公立八女総合病院 

井上  真 大分県 大分岡病院 

井樋 涼子 熊本県 御幸病院 

岩﨑 日香 福岡県 健和会 大手町病院 

大久保恵子 福岡県 製鉄記念八幡病院 

大原 寛之 長崎県 日本赤十字社 長崎原爆病院 

居石 哲治 福岡県 久留米大学 

海塚 安郎 福岡県 社会医療法人 製鉄記念八幡病院 

加治  建 鹿児島県 鹿児島大学大学病院 

北  英士 大分県 大分県厚生連鶴見病院 

後藤  渉 福岡県 社会医療法人 製鉄記念八幡病院 

小林 英史 福岡県 八女リハビリ病院 

七種 伸行 福岡県 久留米大学 

嶋津小百合 熊本県 熊本リハビリテーション病院 

白石  愛 熊本県 熊本リハビリテーション病院 

白尾 一定 宮崎県 JCHO 宮崎江南病院 

鈴木 彰人 宮崎県 九州保健福祉大学 

鈴木 裕也 福岡県 社会医療法人 製鉄記念八幡病院 

田崎 亮子 大分県 新別府病院 

田中 芳明 福岡県 久留米大学 

靏  知光 福岡県 聖マリア病院 

唐原 和秀 大分県 西別府病院 

中島 信久 沖縄県 琉球大学医学部附属病院 

西岡 心大 長崎県 長崎リハビリテーション病院 

林  勝次 福岡県 医療法人博愛会 頴田病院 

藤井  航 福岡県 九州歯科大学 

八木  実 福岡県 久留米大学医学部 

山内  健 佐賀県 佐賀県医療センター好生館 

吉田 貞夫 沖縄県 ちゅうざん病院 

吉村 芳弘 熊本県 熊本リハビリテーション病院 

学術評議員 明石 哲郎 福岡県 済生会福岡総合病院 
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役職 氏名 都道府県 所属 

学術評議員 

伊東 弘樹 大分県 大分大学医学部附属病院 

井上 光鋭 福岡県 久留米大学病院 

今村也寸志 鹿児島県 鹿児島厚生連病院 

岩坂日出男 大分県 大分市医市会立アルメイダ病院 

大津山樹理 福岡県 久留米大学病院 

大林 光念 熊本県 熊本大学 

大脇 哲洋 鹿児島県 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 

尾本  至 鹿児島県 社会医療法人聖医会 サザン・リージョン病院 

小倉 秀美 福岡県 JCHO 九州病院 

片桐 義範 福岡県 公立学校法人福岡女子大学 

川口  巧 福岡県 久留米大学医学部 

小橋川広樹 沖縄県 琉球大学医学部附属病院 

佐藤 清治 佐賀県 佐賀県医療センター好生館 

末継 拓郎 福岡県 久留米大学病院 

末廣 剛敏 福岡県 遠賀中間医師会 おんが病院 

鈴木 達郎 福岡県 産業医科大学若松病院 

竹元 明子 鹿児島県 鹿児島大学病院 

竪山 恵子 大分県 新別府病院 

田中  誠 鹿児島県 池田病院 

谷口英太郎 福岡県 久留米大学 

中島 仁美 福岡県 久留米大学病院 

長嶋フクヱ 福岡県 聖マリア病院 

永田 茂行 大分県 中津市民病院 

中野 広美 大分県 関愛会佐賀関病院 

永松 あゆ 福岡県 久留米大学病院 

中道真理子 福岡県 原土井病院 

中村 晶俊 福岡県 北九州市立医療センター 

橋詰 直樹 福岡県 久留米大学 

林  章浩 佐賀県 佐賀大学医学部付属病院 

原  德美 大分県 西別府病院 

疋田 茂樹 福岡県 久留米大学病院 

樋口 則英 長崎県 長崎みなとメディカルセンター 

一ツ松 薫 福岡県 社会医療法人天神会 新古賀病院 

福泉公仁隆 福岡県 九州医療センター 

藤田 和彦 熊本県 合志第一病院 

町頭 成郎 鹿児島県 鹿児島市立病院 
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役職 氏名 都道府県 所属 

学術評議員 

松尾 剛志 宮崎県 宮崎江南病院 

松尾 晴代 鹿児島県 鹿児島市医師会病院 

松永 典子 長崎県 長崎大学病院 

水田 敏彦 佐賀県 聖医会 藤川病院 

武藤  充 鹿児島県 鹿児島大学学術研究院 

山野 修平 長崎県 長崎大学病院 

山本 貴博 福岡県 九州がんセンター 

山本美紗子 佐賀県 佐賀県医療センター好生館 

吉田  索 福岡県 聖マリア病院 

吉山 恭子 福岡県 特定医療法人 原土井病院 

湧上  聖 沖縄県 宜野湾記念病院 

（2021 年 4 月 1 日 現在） 
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参加者へのご案内 
 

■開催形式 
WEB 開催  LIVE 配信 2021 年 9 月 25 日（土） 

 オンデマンド配信 2021 年 9 月 26 日（日）正午～10 月 12 日（火）正午 

 

■参加登録期間 
登録期間：2021 年 7 月 1 日（木）正午～10 月 11 日（月）正午 

 

■参加登録方法 
本会ホームページ「参加登録」内の最下部「参加登録はこちらから」よりお申込みください。 

手順① マイページログイン用 ID／パスワードの新規発行をしていただきます。 

手順② 視聴の際に使用する端末とインターネット環境で、テスト動画の視聴をしていただきます。 

手順③ 問題なくテスト動画の視聴ができましたら、参加費をお支払いいただきます。 

詳細はホームページに掲載されております、「参加登録操作マニュアル」をご参照ください。 

 

※注意点 

・オンラインクレジット決済の場合は、支払完了後すぐに参加登録完了となります。 

銀行振込の場合は、運営事務局の入金確認が完了するまで参加登録完了になりません。（完了後に

メールでお知らせします。） 

・LIVE 配信の視聴をご予定される方で、銀行振り込みをご利用の場合は、9 月 22 日（水）23:59 まで

に必ずご入金ください。 

 

■参加登録料 
学会員  3,000 円 

非学会員 4,000 円 

※参加登録完了後に、『領収書・参加証明書』と『プログラム・抄録集（9 月上旬公開予定）』がダウ

ンロードできるようになります。 

※プログラム・抄録集は発刊いたしません。 

※WEB 視聴に必要な ID／パスワードは、登録の際にメールでお知らせいたします。 

 

■支部学術集会参加による JSPEN個人資格認定単位取得について 
LIVE 配信およびオンデマンド配信のいずれにご参加いただいても、JSPEN 個人資格認定単位を取得

可能となります。単位取得としての証明は、配信サイト「アカウント状況」より参加証明書をダウン

ロード・取得いただきます。 

 

NST 専門療法士認定制度 新規・更新申請：5 単位 

臨床栄養代謝専門療法士認定制度 新規・更新申請：5 単位 
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■プログラム・抄録集 
印刷物の発刊はいたしません。参加登録をされた方に限り、プログラム・抄録集の PDF データをダウ

ンロードしていただけます。 

・オンデマンド配信最終日まで 配信サイト「アカウント状況」よりダウンロード 

・オンデマンド配信終了以降 大会ホームページ「プログラム・日程表」よりダウンロード 

 

■視聴に際しての注意事項 
・サイト内に掲載されている全てのコンテンツの無断撮影、閲覧端末のスクリーンショット機能等を

用いた記録や保存、ダウンロード、他サイトへの転載等は、かたく禁止します。 

・第三者へのログイン ID／パスワードの譲渡・共有はかたく禁止します。1 つの参加登録 ID でご視

聴頂けるのは 1 名のみです。必ずお一人ずつ参加登録をお済ませください。 

・ご視聴にあたっては、必ず推奨環境をご確認いただき、指定のブラウザをご利用ください。アクセ

スが集中すると、指定ブラウザをご利用の場合でも動画再生に時間がかかる場合がございますので、

あらかじめご了承ください。 

 

■質疑応答 
ライブ配信での質疑応答は、Zoom の Q&A 機能を利用して質問していただきます。質問の際は、所

属・氏名を明記して投稿してください。座長・演者には、マイクを通して回答いただきます。時間の

都合などにより、質問に回答いただけない場合もありますので、予めご了承ください。 

 

オンデマンド配信では質疑応答はありません。メール等で事務局に質問をお送りいただいても、対応

いたしかねますのでご了承ください。 

 

■次期開催のご案内 
第 13 回日本臨床栄養代謝学会九州支部学術集会 

会長：山内 健（佐賀県医療センター好生館 小児外科） 

会期：未定 

会場：未定 

 

■お問い合わせ 
大会事務局：鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 地域医療学分野 

〒890-8544 鹿児島県鹿児島市桜ヶ丘 8 丁目 35-1 

運営事務局：株式会社 オフィス・テイクワン 

〒451-0075 名古屋市西区康生通 2-26 

TEL：052-508-8510 FAX：052-508-8540 E-mail：jspen_kyushu@cs-oto.com 
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座長・演者へのご案内 
 

■はじめに 
本学会のプログラムは Zoom ウェビナーを使用したライブ配信となります。発表時は演者の先生方に

事前提出していただいた発表動画を再生し、質疑応答時は生中継で討議をしていただきます。 

 

■発表動画の作成 
事前提出していただく発表動画の作成方法は、大会ホームページ「座長・演者へのご案内」よりご確

認ください。 

https://cs-oto3.com/jspen_kyushu2021/chair.html 

 

■発表時における利益相反（COI）の開示 
申告すべき利益相反（COI）がない場合、ある場合どちらの場合も申告が必要です。発表スライド 2 枚

目に利益相反（COI）自己申告に関するスライドを加えてください。利益相反に関する詳細について

は、学会ホームページよりご確認ください。スライドフォーマットもこちらからダウンロードできま

す。 

https://www.jspen.or.jp/society/coi/ 

 

■Zoom接続チェック（事前打合せ） 
全ての座長・演者の先生方を対象に、Zoom の使用方法ならびに音声と通信状況の事前確認をさせて

いただきます。詳細につきましては、別途運営事務局よりご連絡いたします。 

 

■インターネット接続 
光通信の有線 LAN のご利用を推奨いたします。Wi-Fi などの無線では通信が安定しない場合があり、

映像や音声に影響が出る可能性がありますのでご注意ください。 

 

■使用する端末 
Zoom は Windows、Macintosh、Android、iOS でご利用いただけます。Android、iOS の場合は、アプリ

をインストールする必要があります。Zoom アプリをご利用の場合は最新バージョンであることをご

確認ください。 

端末にはウェブカメラとマイクが必要です。内蔵マイクおよび内蔵スピーカーの利用は、周囲の雑音

が入る可能性があり、また、ハウリングを発生させる原因となりますので、マイク付きヘッドフォン

（イヤホン）のご使用を推奨いたします。 

 

■動作環境安定のために 
ご使用の端末は電源に接続し、バッテリーでの駆動は避けてください。 

Zoom ウェビナーへの入室前に、Zoom 以外のアプリは閉じてください。 
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■講演時間 
 発表 質疑応答 

特別講演 50 分 

教育講演 50 分 

一般演題 6 分 4 分 

動画作成時は時間超過がないようにご注意ください。 

時間厳守での進行にご協力をお願いいたします。 

 

■質疑応答 
視聴者からの質問は、Zoom の Q&A 機能を用いテキスト形式で受付けます。質問の採否は座長に一任

いたします。採用した質問は、座長代読で進行をお願いいたします。視聴者が Q&A 機能で質問を投

稿すると、Q&A に数字が付きますので、クリックして質問内容をご確認ください。 
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開会のご挨拶 9：30～ 9：35

大脇 哲洋

第 12 回日本臨床栄養代謝学会九州支部学術集会会長

特別講演 9：40～ 10：30

座長：大脇 哲洋（鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 地域医療学分野）

焼酎の不思議を科学する
島 吉廣（鹿児島大学 客員教授）

教育講演 1 10：40～ 11：30

座長：石橋 生哉（公立八女総合病院）

臨床栄養の重要性について
～周術期管理を中心にして～

白尾 一定（JCHO宮崎江南病院外科）

ランチョンセミナー 11：40～ 12：30

座長：加治 建（鹿児島大学病院総合臨床研修センター）

医食同源
―薩摩黒膳から人参養栄湯研究まで

乾 明夫（鹿児島大学大学院 漢方薬理学講座）

共催：クラシエ薬品株式会社

一般演題 13：00～ 14：20

座長：大脇 哲洋（鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 地域医療学分野）
山内 健（佐賀県医療センター好生館 小児外科）　　　　　　　　

O-1  進行癌患者に生じた出血性胃潰瘍に対して栄養管理目的にW-ED tubeを使用した
1例
谷 卓司（沖縄県立八重山病院 外科）

O-2  糖尿病性ケトアシドーシス（DKA）を発症し、低栄養を認めた高齢糖尿病 6例の
臨床的特徴についての検討
有村 愛子（鹿児島大学病院 糖尿病・内分泌内科）

O-3  重症心身障碍者における血清クレアチニン /シスタチンC比と体組成分析の比較
中原 啓智（久留米大学医学部 外科学講座小児外科部門）

プログラム
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O-4  NST による全診療科を対象としたブリストルスケール導入の取り組み
甲斐 知美（大分三愛メディカルセンター 薬剤部）

O-5  膵頭十二指腸切除術症例におけるGNRI を用いた術前後の栄養状態に関する検討
日髙 友美（古賀総合病院 栄養管理部）

O-6  低血糖昏睡にダンピング症候群と低栄養・飲酒が関与したと考えられた一例
川本 雄大（鹿児島大学病院 糖尿病・内分泌内科）

O-7  耳鼻咽喉・頭頸部外科手術後の経腸栄養プロトコル導入の効果
内田 裕美（平成紫川会小倉記念病院 栄養管理課）

O-8  当院のNST活動の現状と症例報告
山﨑 里織（JCHO宮崎江南病院 栄養管理室）

教育講演 2 14：30～ 15：20

座長：田中 芳明（久留米大学附属病院医療安全管理部）

腸管不全症の治療と課題
加治 建（ 鹿児島大学病院 総合臨床研修センター / 

鹿児島大学医歯学総合研究科 小児外科学分野）

教育講演 3 15：30～ 16：20

座長：野上 哲史（熊本第一病院）

新しい生活様式と新しい食事療法
～昭和・平成から令和へ

出口 尚寿（鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 糖尿病・内分泌内科学）

次期会長のご挨拶 / 閉会のご挨拶 16：20～ 16：30  

山内 健

第 13 回日本臨床栄養代謝学会 九州支部学術集会 会長

大脇 哲洋

第 12 回日本臨床栄養代謝学会 九州支部学術集会 会長

- 13 -





必要な栄養が摂れず困っている人に、必要な栄養を届けたい――

その思いは、皆様と同じです。

テルモはこれからも新発想のイノベーションでより使いやすい製品やサービスを追求して参ります。

pHの低下により、
液体から半固形に変化する。

300kcal/300mL
水分252mL/300kcal

400kcal/400mL
水分336mL/400kcal

500kcal/500mL
水分420mL/500kcal

水分補給に配慮

アルギン酸ナトリウム、大豆たんぱく、カルニチン含有
半消化態として設計

日本人の食事摂取基準（2015年版）対応300kcal/400mL
水分354mL/300kcal

400kcal/533mL
水分472mL/400kcal

使いやすい流動性※

アルギン酸ナトリウム、大豆たんぱく、カルニチン含有
半消化態として設計

日本人の食事摂取基準（2015年版）対応

※当社従来品と比較して

粘 度 可 変 型 栄 養 食 品

0.750.75

記載されている社名、各種名称は、テルモ株式会社および各社の商標または登録商標です。本製品は㈱カネカの技術で作られています。 ©テルモ株式会社 2020年４月
テルモ株式会社 〒151-0072　東京都渋谷区幡ヶ谷2-44-1　www.terumo.co.jp







「食生活は、主食、主菜、副菜を基本に
食事のバランスを。」

アクアファン MD１００は、糖質（マルトデキストリン）
やナトリウム、カリウムなどミネラルおよびビタミン B₁
を配合した100kcalの飲料です。

ア
や
を

kcal
g
g
g
g
mg
mg
mg
mg

エネルギー
蛋白質
脂質
炭水化物
水分

ナトリウム
カリウム

マグネシウム
ビタミンB₁

100
0
0
25
182
160
156
2.2
0.5

059-329-6920
アイドゥ株式会社

〒510-0943 三重県四日市市西日野町256
HP： http//www.ai-do.jp  

▼サンプル依頼およびお問い合わせは

059-329-6917
info@ai-do.jpemail アイドゥ

Ameba
ブログ

こちらもチェック！こちらもチェック！こちらもチェック！

アクアファンアクアファンンアクアファンアクアファンン
TM

栄養機能食品（ビタミンB₁）

ESPEN ガイドライン（術後早期回復プログラム）
に沿った 12.5％炭水化物含有飲料

ESPEN ガイドライン（術後早期回復プログラム）
に沿った 12.5％炭水化物含有飲料

栄養成分表示 1パック200mlあたり

さまざまな場面に！さまざまな場面に！

     電　解　質
Na+ 35mEq/L
K+ 20mEq/L
Cl- 35mEq/L
浸透圧 203mOsm/L 

ガイドラインに準拠し、エネルギー、水分、
電解質が美味しく補給できます。
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