
年度 月 出来事 学会・研究会・講演会 形式 場所 演題名 演者
2003 10 NST勉強会発足
2004 5 NST設立申請書提出

6 愛生会研修発表会 発表 院内 栄養サポートチームを作りませんか？ 荒金英樹
6 愛生会研修発表会 発表 院内 嚥下困難食について 北岡陸男
8 NST正式稼動
8 JSPEN　NST稼動施設認定取得

11 院内看護研究発表会 発表 院内 注入食の固形化で寒天を使用した一考察 吉川陽子
12 院内看護研究発表会 発表 院内 慢性閉塞性肺疾患患者の栄養改善への取り組み 山口正美
12 院内看護研究発表会 発表 院内 在宅中心静脈栄養の指導を試みて 田中美紀

2005 2 日本静脈経腸栄養学会 発表 名古屋終末期患者、化学療法患者の食欲不振に対する経口摂取改善の試み 荒金英樹
5 京滋NST研究会 発表 京都 当院におけるNST活動の現状と問題点 荒金英樹
6 愛生会研修発表会 発表 院内 慢性閉塞性肺疾患患者の栄養改善への取り組み 櫻井悠子
6 愛生会研修発表会 発表 院内 注入食の固形化に寒天を使用した考察 長尾早苗
6 愛生会研修発表会 発表 院内 食欲不振患者の嗜好調査について 井上信一
6 愛生会研修発表会 発表 院内 当院におけるNST活動の現状と課題 仁丹裕子
6 関西経皮内視鏡的胃瘻造設術研究会 発表 大阪 注入食の固形化で寒天を使用した考察 若松みどり
6 京都病院学会 発表 京都 愛生会山科病院でのNST活動の現状と課題 井口美保子
6 京都病院学会 発表 京都 在宅中心静脈栄養（HPN）の体制の整備と問題点 荒金英樹
6 京都病院学会 発表 京都 がん治療中患者の食欲不振の傾向と対策 北岡陸男
6 京都薬科大学卒後教育講座 講演 京都 NST（栄養サポートチーム）における薬剤師の役割 荒金英樹
9 山科医師会病診連携懇談会 発表 京都 当院におけるＮＳＴ活動と病診連携について 荒金英樹
9 HEQ研究会 発表 名古屋簡易式寒天固形化法による注入食の検討 見越志麻

10 近畿外科学会 発表 京都 癌治療における食餌療法の検討 荒金英樹
10 日本癌治療学会 発表 名古屋癌治療における食餌療法の検討 荒金英樹
11 京滋NST研究会 発表 京都 当院における嚥下障害スクリーニングの実際 本多あかり
11 院内看護研究発表会 発表 院内 LES食導入患者の指導パンフレットを作成して 秋山祐紀
11 院内看護研究発表会 発表 院内 看護師の栄養補給方法に対する意識向上をめざして 丸永紗哉加
11 院内看護研究発表会 発表 院内 嚥下リハビリによる経口摂取のアプローチ 佐藤由香
12 院内看護研究発表会 発表 院内 栄養サポートチームの関わりについて 徳あゆみ
12 院内看護研究発表会 発表 院内 嚥下困難患者に対して、嚥下訓練を試みて 山本香奈子

2006 1 読売新聞 誌上発表 医療ルネサンス「抗がん剤治療　好物とって」 荒金英樹
1 日本静脈経腸栄養学会 発表 岐阜 患者向け在宅中心静脈栄養(HPN)マニュアルの作成 石橋敬子
2 京都府立医科大学栄養療法入門セミナー 講演 京都 経腸栄養法の選択と実際 荒金英樹
3 エキスパートナース 誌上発表 がん患者の食欲不振への対応 荒金英樹
3 済生会京都府病院院内教育集会 講演 京都 NST(Nutrition support team 栄養サポートチーム）とその活動 荒金英樹
6 京滋NST研究会 発表 京都 経皮経食道的胃瘻（PTEG)による栄養補給とその応用 荒金英樹
6 京都病院学会 発表 京都 当院におけるNST活動の現状と課題 荒金英樹
6 京都病院学会 発表 京都 当院における嚥下障害スクリーニングの実際 本多あかり
6 京都病院学会 発表 京都 経管栄養患者に対する簡易懸濁法の導入 仁丹裕子

院内看護研究発表会 発表 院内 個別性に応じた口腔ケアの実践～独自のアセスメントシートを用いて～ 雨森朋子
12 山科医師会学術集談会 発表 京都 進行消化器がん患者に対する在宅治療の試み 荒金英樹

日本消化器外科学会 発表 横浜 癌治療における食餌療法の検討 荒金英樹
日本臨床外科学会 発表 広島 術前から周術期管理、終末期医療までの当院におけるＮＳＴの関与と課題 荒金英樹

2007 1 JCNT　NST稼動施設認定取得

2 日本静脈経腸栄養学会 発表 松山
銅欠乏による好中球減少症を示した１例－亜鉛負荷による銅吸収阻害の可
能性について－

荒金英樹

2 JSPEN　NST専門療法士認定教育施設認定取得
4 栄養管理実施加算開始
6 京都病院学会 発表 京都 医療安全からみた当院での摂食障害へのアプローチ 荒金英樹
6 京都病院学会 発表 京都 当院での栄養状態のサーベイランスについて 増田哲也
6 京都病院学会 発表 京都 個別性に応じた口腔ケアの実践ー独自のアセスメントシートを用いてー 山本和美

6 日本緩和医療学会 発表 岡山
緩和医療における経皮経食道胃瘻 Percutaneous transesophageal
gastrotomy: PTEGの有用性について

荒金英樹

7 愛生会研修発表会 発表 院内 重症患者に対する強化インスリン療法の試み 稲田聡
7 愛生会研修発表会 発表 院内 当院での栄養状態のサーベイランスについて 増田哲也
7 愛生会研修発表会 発表 京都 個別性に応じた口腔ケアの実践ー独自のアセスメントシートを用いてー 雨森朋子

7 大阪病院機能向上研究会 講演 大阪
銅欠乏による好中球減少症を示した１例－亜鉛負荷による銅吸収阻害の可
能性について－

荒金英樹

7 日本消化器外科学会 発表 TS-1による胃癌補助化学療法のfeasibilityの検討 荒金英樹

8 山科医師会学術講演会 講演 京都
院内型栄養サポートチーム（NST)から地域一体型NSTへ
ー在宅医療で役立つ栄養評価についてー

荒金英樹

10 日本消化器病学会 発表 神戸
経皮経食道的胃瘻(Percutaneous transesophageal gastrotomy: PTEG)の有
用性の検討

荒金英樹

10 済生会京都府病院院内教育集会 講演 京都 がん患者に対する適正な栄養療法について 荒金英樹
11 山科在宅医療懇話会 講演 京都 在宅医療で役立つ栄養管理法 荒金英樹
12 京滋TNCニュートリッションセミナー 講演 京都 胃癌による幽門狭窄症患者の栄養管理 荒金英樹

2008 1 京滋NST研究会 発表 京都 当院における終末期がん患者への皮下輸液施行経験 原田夕子
2 日本静脈経腸栄養学会 発表 京都 超速効型インスリンを使用した強化インスリン療法(IIT)の試み 荒金英樹
2 日本静脈経腸栄養学会 発表 京都 当院での栄養状態のサーベイランスについて 増田哲也

4 日本PTEG研究会 発表 三島
癌性腹膜炎による消化管閉塞に対するPTEGにW-ED tube、自作PTEGホル
ダーを利用した症状緩和の試み

荒金英樹

4 JSPEN　NST稼動施設認定再取得
5 日本外科学会 発表 長崎 超速効型インスリンを使用した強化インスリン療法(IIT)の試み 荒金英樹
5 京都九条病院 講演 京都 栄養療法のピットホール 荒金英樹
5 京滋TNCニュートリッションセミナー 講演 京都 胃癌による幽門狭窄症患者の栄養管理 荒金英樹
6 京都病院学会 発表 京都 当院における終末期患者への皮下輸液施行経験 近藤友里
6 愛生会研修発表会 発表 院内 当院における終末期患者への皮下輸液施行経験 田仲美穂
6 愛生会研修発表会 発表 院内 ターミナルケアにおける食事援助の試み 浦底美由希
7 京滋NST研究会（当番世話人） 発表 京都 テーマ　終末期医療へのNSTの関わり 荒金英樹
8 山科口腔サポートセンター発足
9 日本医療薬学会 発表 札幌 終末期患者への皮下輸液施行経験と考察 仁丹裕子

10 第1回 NST専門療法士教育実習
11 亀岡市立病院院内講演会 講演 亀岡 当院でのNST活動の紹介 　～食欲不振へのアプローチ～ 荒金英樹
12 日本静脈経腸栄養学会誌 論文 TPN,EN中に発症した銅欠乏症による好中球減少症の一例 荒金英樹
12 滋賀県栄養士会 講演 野洲 当院でのNST活動の紹介 　～食欲不振へのアプローチ～ 荒金英樹

2009 1 日本静脈経腸栄養学会総会 発表 鹿児島終末期癌患者における輸液量と浮腫の関連について 西村敏
1 日本静脈経腸栄養学会総会 発表 鹿児島食欲不振患者におけるオランザピンの効果の検討 仁丹裕子
1 日本静脈経腸栄養学会総会 発表 鹿児島終末期癌患者の食事傾向について 浦底美由希
1 日本静脈経腸栄養学会総会 発表 鹿児島終末期がん患者での輸液量の検討 荒金英樹
1 亀岡市立病院院内講演会 講演 京都 超速効型インスリン持続皮下注を使用した周術期血糖管理の試み 荒金英樹
4 日本外科学会 発表 福岡 「終末期がん患者に対する輸液ガイドライン」の浸透度調査からみえた課題 荒金英樹

4 日本ＰＴＥＧ研究会 発表 福岡
Expandable metallic stentが閉塞した癌性腹膜炎患者に PTEG、W-ED tube
留置が奏功した症例

荒金英樹

6 京都病院学会 発表 京都 高齢者医療における口腔サポートセンターの意義 植田由美
6 日本緩和医療学会 発表 大阪 NST回診への「終末期がん患者に対する輸液治療ガイドライン」導入効果の 荒金英樹
6 愛生会研修発表会 発表 京都 愛生会山科病院における 山科口腔サポートセンターの 取り組み 宮本保幸



7 第2回 NST専門療法士教育実習

9 HEQ研究会 発表 神戸
経皮経食道的胃管挿入術(PTEG)に関する当院での工夫
W-ED チューブ、自作PTEGホルダー、造設時生食皮下注入法の試み

荒金英樹

11 府民公開講座 講演 京都 歯っぴー健口ライフ　～ご存知ですか！？お口とからだの関係～ 荒金英樹
12 段階的嚥下食の導入

京都府下NST稼動施設に対して嚥下食実態調査を実施
2010 1 洛和会音羽病院 講演 京都 栄養管理の考え方 荒金英樹

2 日本静脈経腸栄養学会 発表 幕張 当院でのＮＳＴ介入死亡症例からみた介入方法の検討 荒金英樹
2 日本静脈経腸栄養学会 発表 幕張 簡易式寒天固形化法による注入食の検討 見越志麻
2 京滋NST研究会 発表 京都 段階的嚥下食実態調査結果 松本史織
4 NST加算開始
6 愛生会研修発表会 発表 京都 段階的嚥下食導入への取組みとその結果 松本史織
6 京都病院学会 発表 京都 段階的嚥下食実態調査結果報告と脳卒中地域連携パスへの提案 松本史織
8 公立南丹病院 学術集会 講演 八木 当院におけるNST活動　 ～過去、現在、未来～ 荒金英樹

9 日本摂食・嚥下リハビリテーション学会 発表 新潟
京都府下段階的嚥下食実態調査結果報告～地域での嚥下食基準統一を
目指して～

松本史織

9 京都外科医会 発表 京都 周術期から終末期までの栄養管理 荒金英樹
10 近畿輸液・栄養研究会 発表 京都 経皮経食道的胃管挿入術 (PTEG)に関する当院での工夫 荒金英樹
10 日本静脈経腸栄養学会　近畿支部会 講演 武庫川終末期がん患者の栄養療法 荒金英樹
12 知多半島栄養サポートフォーラム 講演 知多 緩和ケアに必要な 栄養ルートの知識と管理 荒金英樹

2011 1 PDNセミナー 講演 京都 嚥下食共通基準の導入 仁田美由希
2 日本静脈経腸栄養学会 発表 名古屋京都府滋賀県での段階的嚥下食統一基準導入の試み　第1報 荒金英樹

2 日本静脈経腸栄養学会 発表 名古屋
当院における嚥下食の見直しと今後の課題
〜京都府山科区での嚥下食実態調査を踏まえて〜

仁田美由希

2 日本静脈経腸栄養学会 発表 名古屋京都府における医科歯科連携の試み 井口美保子
2 日本静脈経腸栄養学会 発表 名古屋当院のNST 活動におけるリハビリテーションスタッフの役割 田中麻里
2 日本静脈経腸栄養学会 発表 名古屋保険調剤薬局が患者の在宅栄養管理に関わった三例について 豊田義貞


