
第４回 那須栄養ﾘﾊﾋﾞﾘ研究会
（旧：PDN那須セミナー）

会期：2017年9月2日（土）～3日（日）
会場：国際医療福祉大学 那須セミナーハウス

（住所：栃木県那須塩原市金沢2067-1 T E L：0287-35-3580）

会費：
【事前振込】 ２日間参加 １日のみ参加

医師・歯科医師 15,000円 10,000円
コメディカル 10,000円 6,000円

【当日申込】 ２日間参加 １日のみ参加
医師・歯科医師 17,000円 12,000円
コメディカル 12,000円 8,000円
※2日間（1泊2日間）参加の方は、食事が1泊2食付いておりますが、宿泊の有無に関わらず、
上記金額となります。
※“9月2日のみ”でお申し込みをされた方で、9月2日のセミナー終了後の懇親会へご参加を
希望される方は別途お申し込みが必要となります。
詳細はプログラムをご確認下さい。

定員：200名
締切：事前登録は8月22日(火)17時までにお申し込みを頂いた方が対象です。

17時以降は当日お申し込み扱いとなりますので、ご注意下さい。
※事前登録期間を延長しました。（8/16）

申込方法：PDNのHP（http://www.peg.or.jp/）へ入り、PDNセミナーより
“第４回那須栄養ﾘﾊﾋﾞﾘ研究会”をクリックしてください。

問合せ先： E-Mail → info@peg.or.jp
TEL → 03 – 5859 – 5518

演題募集：「私たちの新しい試み」、「各職種が語るケースカンファレンス」、「リハビリと栄養」とい
うテーマで演題を募集します。800字程度の抄録を上記のメールアドレスまでお送りください。

◆本セミナーの開催趣旨◆
栃木県内外の各医療機関において、医師や医療スタッフを対象に、栄養、嚥下、
リハビリ、介護などのスキルアップを目的として、開催します。

＜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。

主催：NPO法人PDN（Patient Doctors Network）

※演題募集の受付は終了いたしました。



＜プログラム＞

主催：NPO法人PDN（Patient Doctors Network）

9月2日（土）

12:00 ～ 受付開始

13:00 ～ 開会・理事長挨拶・事務連絡

13:10 ～ 14:00 スポンサードシンポジウム
テーマ：シンバイオテックスによる感染防御
司 会：北杜市立甲陽病院 副院長 中瀬 一 先生
演 者：株式会社ヤクルト本社中央研究所 研究員 朝原 崇 先生

14:00～15:30 一般演題（公募）
テーマ：私たちの新しい試み
司 会：上都賀総合病院 外科 佐野 渉 先生

国際医療福祉大学塩谷病院 看護副部長 室井 幸江 先生

15:30 ～ 16:30 休憩・企業展示・ブースレクチャー

16:30 ～ 17:20 パネルディスカッション（公募）
テーマ：各職種が語るケースカンファレンス
司 会：自治医科大学附属病院 消化器外科 倉科 憲太郎 先生

とちぎメディカルセンター 消化器外科 鹿島 康薫 先生

17：20 ～ 17:50 特別講演
テーマ：簡易懸濁の実技
司 会：自治医科大学附属病院 看護師長 古内 三基子 先生
演 者：昭和大学 薬学部 社会健康薬学講座 教授 倉田 なおみ 先生

17：50 ～ 18:20 特別講演

テーマ：PEG、NST、摂食嚥下リハに対して企業としてどう関わってきたか？
司 会：国際医療福祉大学病院 副院長 鈴木 裕 先生
演 者：株式会社大塚製薬工場 常務執行役員 岩切 洋 先生

18：20 ～ 情報交換会

※“9月2日のみ”でお申し込みをされた方で、9月2日のセミナー終了後の懇親会へご参加を
希望される方は別途お申し込みが必要となります。（当日受付にてお申込み下さい）
企業の方 5,000円
9月2日のみ参加者 医師）5,000円 その他） 3,000円



9月3日（日）

8:00～ 企業展示

9:00 ～ 10:00 モーニングセミナー
テーマ：自分には何ができるのか？

～抗がん剤の有害事象、栄養管理への取り組み～
司 会：上都賀総合病院 薬剤部 中田 啓二 先生

済生会宇都宮病院 薬剤部 渡部 義和 先生
演 者：相澤病院 医薬品情報管理室 中村 久美 先生

10:00～10:10 休憩

10:10 ～ 11:10 スポンサードシンポジウム
テーマ：半固形剤・半固形流動食、この15年のあゆみ
司 会：国際医療福祉大学病院 副院長 鈴木 裕 先生

介護老人保健施設にしかた 施設長 江上 聡 先生
演 者：ふきあげ内科胃腸科クリニック 院長 蟹江 治郎 先生

11:10 ～ 12:00 休憩・企業展示・ブースレクチャー

12:00 ～ 13:00 ランチョンセミナー
テーマ：運動障害、摂食・嚥下障害に対するチーム医療
司 会：国際医療福祉大学病院 薬剤部 部長 橋本 秀雄 先生
演 者：昭和大学 薬学部 社会健康薬学講座 教授 倉田 なおみ 先生

13:10 ～ 13:40 Cooking Live
司 会：自治医科大学附属病院 臨床栄養部 室長 佐藤 敏子 先生
演 者：足利赤十字病院 管理栄養士 入江 光世 先生

雨宮 里枝 先生

13:40 ～ 14:00 休憩

14:00 ～ 15:00 一般演題（公募）
テーマ：リハビリと栄養
司 会：自治医科大学附属病院 臨床栄養部 室長 佐藤 敏子 先生

国際医療福祉大学病院 理学療法士 入江 容 先生
※途中、休憩（約15分程度）があります。

15：00 閉会

＜プログラム＞

主催：NPO法人PDN（Patient Doctors Network）


