第３回ＰＤＮ那須セミナーのご案内
向夏の候、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。
さて昨年も開催させて頂きました那須セミナー（１泊２日）の研修会を今年も企画致
しました。
申し込み方法、入金方法等につきましては、ＰＤＮホームページよりご確認下さい。
お忙しい時期かと思いますが、ご参加の程、お待ちしております。
開催日；平成 28 年 9 月 17 日（土）、18 日（日）
場所；国際医療福祉大学那須セミナーハウス
〒329-2812

栃木県那須塩原市金沢 2067-1

会場ナビ設定住所；那須塩原市金沢 1582-5

0287-35-3580

（別紙参照）

会費；①事前登録の方（受付期間：平成 28 年 9 月 9 日（金）17：00 まで）
医師・歯科医師） 2 日間参加（1 泊 2 食付）

15,000 円 /

1 日のみ参加‥10,000 円

ｺﾒﾃﾞｨｶﾙ）

2 日間参加（1 泊 2 食付）

10,000 円 /

1 日のみ参加‥6,000 円

学

2 日間参加（1 泊 2 食付）

5,000 円 /

1 日のみ参加‥3,000 円

生）

②当日申し込みの方（受付期間：平成 28 年 9 月 9 日（金）17：00 以降）
医師・歯科医師） 2 日間参加（1 泊 2 食付）

17,000 円 /

1 日のみ参加‥12,000 円

ｺﾒﾃﾞｨｶﾙ）

2 日間参加（1 泊 2 食付）

12,000 円 /

1 日のみ参加‥8,000 円

学

2 日間参加（1 泊 2 食付）

7,000 円 /

1 日のみ参加‥5,000 円

生）

＊宿泊の有無に関わらず上記金額になります。
定員：200 名
申込方法：PDN の HP（http://www.peg.or.jp/）へ入り、PDN セミナーより
“第 3 回 PDN 那須セミナー”をクリックして下さい。
※ 公募一部指定演題あり
※ 病態栄養認定管理栄養士の更新単位 3 単位取得

＜注意点＞
＊会場である宿泊施設は合宿所となっております。
スリッパ、タオル、ハブラシ、寝間着、ドライヤー、洗顔用品等は各自ご持参下さい。
＊会場は雄大な自然の中ですので、近くにコンビニやスーパーマーケット等はございません。ま
た、季節によって、昆虫やサルの出没もございます。
＊入浴時間は 22：30 までとなっております。お風呂は大浴場となっております。
＊合宿所のゲートは１９時に閉門、８時開門となります。
＊ゴミは持ち帰りとなっております。各自にてお持ち帰りのご協力をお願いいたします。

後援：日本医師会、日本歯科医師会、日本薬剤師会

＜プログラム＞
9/17（土）
13:00～

受付開始

14:00～

開会・理事長挨拶・事務連絡

14：10～15：10 特別講演１
「ＮＳＴの更なる高みを目指して～栄養管理士の病棟配置と栄養

15：10～16：00

サポート外来、そしてＮＳＴは病院を変えられるか～」
座長：栃木県済生会宇都宮病院 薬剤情報指導課
課長 渡部 義和 先生
演者：とちぎメディカルセンター
外科 鹿島 康薫 先生
休憩・企業展示・ブースレクチャー

16：10～17：10

特別講演２
「研究、学会発表の基本とエッセンス」
座長：自治医科大学附属病院
消化器外科 倉科 憲太郎 先生
演者：国際医療福祉大学病院
外科教授 副院長 鈴木 裕 先生

17：10～17：20 休憩
17：20～18：00 特別企画
ミキサー食 ライブクッキング・第２弾
座長：とちぎメディカルセンター
外科 鹿島 康薫 先生
演者：自治医科大学附属病院 臨床栄養部 室長 佐藤 敏子 先生
看護部
18：00～

師長 古内 三基子 先生

一般演題（公募）
テーマ：私、私たちの新しい試み
座 長：上都賀総合病院

外科

演 者：①プライベートトレーナーの未来像

佐野 歩 先生
井上 大輔 先生

②看護師長から大学院生へ
自治医科大学附属病院 看護部

古内 三基子 先生

③適切な食形態の選択
上都賀総合病院

管理栄養士

穴山 明日香 先生

④気持ちよく不安なく５日で退院して頂く極意
国際医療福祉大学塩谷病院

看護部 室井 幸江 先生

9/18（日）
9：00～10：00

特別講演３
座長：国際医療福祉大学病院 外科 鈴木 裕 先生
演者：がん研有明病院 消化器センター 消化器内科 医長
篠崎 英司 先生
「消化器がんにおける化学療法の副作用対策」

10：10～11：30

一般演題（公募一部指定）
テーマ：各職種が語るケースカンファレンス
座長：上都賀総合病院 診療部長兼救急センター部長 佐野 渉 先生
自治医科大学附属病院 消化器・一般外科 倉科 憲太郎 先生
演者：①「再発性乳癌治療中顎骨壊死患者に対して栄養治療に難渋した症例」
赤心堂病院 外科 山田 博文 先生
②「２度にわたる胃瘻による栄養管理とリハビリテーションに
より嚥下機能とＡＤＬの回復が得られ在宅管理が可能と
なった１例」
国際医療福祉大学病院 外科 鈴木 範彦 先生
③「短腸症候群患者に薬剤師が関わった１例」
国際医療福祉大学病院 薬剤部 植松 久美子 先生
④「心不全外来における減塩サポート」
自治医科大学附属病院 管理栄養士 小野口 敦子

先生

⑤「適正な在宅慰労栄養を目指して～乳児胃瘻症例の検討」
自治医科大学附属病院 看護師 塚本 浩章 先生
11：30～12：00 休憩・企業展示・ブースレクチャー
12：00～12：50 ランチョンセミナー
座長：自治医科大学附属病院 臨床栄養部 室長 佐藤
演者：岡山済生会病院 内科 医長

敏子 先生

犬飼 道雄 先生

「半固形化栄養のエッセンス」
12：50～13：00 休憩
13：00～15：00 一般演題（公募一部指定）
『上部消化管手術への包括的アプローチ』
座 長：国際医療福祉大学病院 外科 鈴木 裕 先生
演者①：「胃術後障害の概略と障害メカニズム～術後障害研究会の試み～」
東京慈恵会医科大学付属第三病院 臨床検査医学講座
胃がん術後評価を考えるワーキンググループ発起人／
胃外科・術後障害研究会

中田 浩二 先生

②「胃がん患者に関する研究と地域貢献 ～腹腔鏡下胃がん切除
患者の他職種連携による退院支援システムの開発・実践・評価～」
国際医療福祉大学病院 看護学科 教授 糸井 裕子 先生
③「術後フォローアップを目的とした栄養・運動支援システム
～公的保険外のフィットネスクラブ栄養サポートサービス事業の提案～」
自治医科大学附属病院 臨床栄養部 室長 佐藤 敏子先生
④「術前、術後リハビリの理論、実践、そしてトレーナーへのバトン」
国際医療福祉大学病院 理学療法士 入江 容 先生
⑤「術後リハ終了後の地域フィットネスクラブの挑戦」
KPEC ﾌｨｯﾄﾈｽｸﾗﾌﾞ 医学博士

刈屋 太郎 先生

⑥「「ガン患者の心得」快適な生活を送るために」
食道がん患者
15：00

閉会・解散

鈴木

正敏 先生

会場へのアクセス
国際医療福祉大学那須セミナーハウス
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