
Otsuka Webinar

周術期管理セミナー

日時 2022年7月26日（火） 18：00～18：45

演者 前橋赤十字病院 麻酔科

第二麻酔科部長 柴田 正幸 先生

手術患者の高齢化やそれに関連したフレイル患者の増加、医療の高度化などに伴い、術前環境の
適正化の重要性が近年注目されています。その実現の場として、周術期支援センターは非常に有
用な組織であり、医療安全面の向上という目的とも相俟って全国的に開設が相次いでいます。
当院では、2018年、全診療科を対象とした周術期支援センターを新病院移転と同時にオープンし、
2022年5月までの4年間で、12949人（病棟への往診症例は除く）が受診しました。

周術期支援センターの業務は多岐にわたりますが、管理栄養士による術前栄養指導は、各種
ERAS(Enhanced recovery after surgery)のガイドラインでも推奨されており、プレハビリテーションや口
腔ケアと並んで重要な柱の一つとなっています。

また、周術期支援センターにおける術前栄養指導により、主治医や病棟担当の管理栄養士と連携
することで、術前から術後に至るまでシームレスな栄養管理が実現可能となります。
さらに、令和4年度の診療報酬改定により、新たに「周術期栄養管理実施加算」が新設され、周術
期における栄養管理をより実施しやすい環境が整ったと考えています。

今回、周術期支援センターの概要と当院の活動の紹介、そして、周術期栄養管理実施加算につい
て解説したいと思います。

主催

Zoom配信 先着 500名



2022年7月26日（火）18:00∼19:00 周術期管理セミナー
【参加お申込み用紙】 ご視聴を希望の先生方へ
※定員（500名）に達し次第、受付終了とさせていただきます

下記「URL」または「二次元コード」から、必要事項をご入力いただき送信ください。

■お問合せ先■ 周術期管理セミナー 事務局 opf_tka1_smn@otsuka.jp

ご入力いただいた個人情報は、当セミナーのご出席者の確認及びMRからの連絡の目的にのみ使用し、その他の第三者に
提供することはありません。保管には適切な安全管理措置を講じ、使用目的達成後は速やかに廃棄いたします。また、個
人情報の保護に関する法律に基づく弊社の「大塚グループ個人情報保護方針」
(https://www.otsukakj.jp/privacy/policy/) に則り、安全且つ適切に管理いたします。

URL 二次元コード

2003年3月 獨協医科大学医学部 卒業
2003年4月 和歌山県立医科大学 心臓血管外科
2006年4月 済生会和歌山病院 外科・心臓血管外科
2007年4月 前橋赤十字病院 心臓血管外科
2009年4月 前橋赤十字病院 心臓血管外科 副部長
2010年4月 前橋赤十字病院 麻酔科 副部長
2018年6月 手術のための準備支援センター長（周術期支援センター）
2021年4月 前橋赤十字病院 麻酔科 第二麻酔科部長
現在に至る

柴田 正幸 先生 ご略歴

https://zoom.us/webinar/register/
WN_8useTZXnR_6ILpr3eCFN2g

https://zoom.us/webinar/register/WN_8useTZXnR_6ILpr3eCFN2g


五大栄養素から考える
静脈栄養管理のポイント

日時 2022年7月27日（水） 18:00～18：45

演者

日本大学医学部 小児外科 准教授
日本大学医学部附属板橋病院 NSTチェアマン

上原 秀一郎 先生

ご略歴 1997年 日本大学医学部卒業

1997年 日本大学第一外科

2003年 ハーバード大学医学部 マサチューセッツ総合病院移植外科 留学

2006年 大阪大学小児成育外科

2007年 大阪府立母子保健総合医療センター小児外科

2008年 大阪大学小児成育外科

2015年 大阪市立総合医療センター小児外科

2016年 国立がん研究センター中央病院小児腫瘍外科

2017年 日本大学医学部外科学系小児外科学分野 准教授 現在に至る

主催:

事前申し込み方法

こちらからお進みいただき、

必要事項をご入力の上お申し込みください。

※質疑応答の時間を設けておりますが，全ての質問にお答えできない場合がございます。

なお、質疑応答はWebinar当日のみの対応とさせていただきます。ご了承くださいますようお願いいたします。

Otsuka研修医Webinar

静脈栄養に必要な栄養素、特に末梢静脈栄養におけるアミノ酸や

脂肪の必要性などについて解説していただきます。



この講演会に関しますお問合せは下記のメールアドレスにて承ります。

opf-PMMG-webinar＠otsuka.jp

https://zoom.us/webinar/register/WN_rfZrs8-BRQiyXs_XxSbB0w

講演会
視聴用URLよりアクセスし

開始までお待ちください。

お手数ではございますが、複数名でご一緒にご視聴予定でも、

お一人ずつウェビナー登録をお願い申し上げます。

お申し込みはこちら

https://zoom.us/j/990.......

オンライン講演会 案内状

オンライン講演会ご視聴方法

1 2 3プログラムに記載のURL、
または二次元コードへ
アクセスしてください。

必要事項を記入し、
ウェビナー登録
してください。

オンライン講演会視聴用
URLをお知らせします。
(メールも配信いたします。)

事前申し込み方法

こちらからお進みいただき、

必要事項をご入力の上お申し込みください。

ご入力いただきました個人情報は、本講演会のご出席者の確認及びMRからの連絡の目的にのみ使用し、

その他の第三者に提供することはありません。保管には適切な安全管理措置を講じ、使用目的達成後は

速やかに廃棄いたします。また、個人情報の保護に関する法律に基づく弊社の「大塚グループ個人情報保

護方針」(https://www.otsukakj.jp/privacy/policy/) に則り、安全且つ適切に管理いたします。



主催：

NutritionRoleNecessity
CareManagementPatient

日　時 2022年7月29日（金）18：30～19：20

講　師

講演概要

ツール

URL

ZOOM ウェビナー

https://zoom.us/webinar/register/WN_fiO6SvHrS6OqNQh1OYmnQg

重症患者に対する
栄養ケア・マネジメントの

役割と必要性
～早期栄養介入管理加算 新設の背景と実践～

※質疑応答の時間を設けておりますが、全ての質問にお答えできない場合がございますのでご了承ください。

この講演会に関しますお問合せは下記のメールアドレスにて承ります。
opf_tka2_smn@otsuka.jp

社会医法人財団　慈泉会　相澤病院　
栄養科　科長

矢野目 英樹 先生
主な研究分野
栄養ケア・マネジメント、糖尿病

所属学会ならびに役員
日本健康・栄養システム学会　理事
日本糖尿病学会
日本糖尿病合併症学会
日本臨床栄養代謝学会
日本病態栄養学会
日本認知症ケア学会
日本臨床栄養学会

資格
臨床栄養師
糖尿病療養指導士
NST専門療法士
がん病態栄養専門管理栄養士
病態栄養認定管理栄養士
認知症ケア専門士

令和4年度 診療報酬改定もあり、全国的に早期栄養介入の意識が高まっている。
急性期早期栄養介入の取り組みを中心に、相澤病院での栄養介入の工夫や心構え、留意点をご講演頂く。

二次元コード



排尿自立とＣＩＣ（仮）

日時 2022年8月25日(木)18:00～19：00

演者 医療法人朋友会 泌尿器科上田クリニック

院長 上田 朋宏 先生

ご略歴

製品に関するご用命事前申し込み方法

こちらからお進みいただき、

必要事項をご入力の上お申し込みください。

アクトリーン・OT バルーンカテーテル

リリアムIP200・に関する情報提供のご用命は、
こちらから承ります。

※質疑応答の時間を設けておりますが，全ての質問にお答えできない場合がございます。

なお、質疑応答はWebinar当日のみの対応とさせていただきます。ご了承くださいますようお願いいたします。

共催:

1987年 産業医科大学 医学部 卒業
京都大学医学部附属病院 泌尿器科研修医

1988年 洛和会音羽病院 泌尿器科 医員
1991年 財団法人 癌研究会附属病院 泌尿器科 医員
1993年 京都大学医学部 泌尿器科 医員
1994年 公立甲賀病院 泌尿器科 副部長
2000年 医学博士（京都大学）
2005年 京都市立病院 泌尿器科 部長・京都大学医学部 臨床教授
2012年 医療法人朋友会 泌尿器科上田クリニック 理事長・院長



製品に関するご用命事前申し込み方法

こちらからお進みいただき、

必要事項をご入力の上お申し込みください。

この講演会に関しますお問合せは下記のメールアドレスにて承ります。

opf-PMMG-webinar＠otsuka.jp

ご入力いただきました個人情報は、本講演会のご出席者の確認及びMRからの連絡の目的にのみ使用し、

その他の第三者に提供することはありません。保管には適切な安全管理措置を講じ、使用目的達成後は

速やかに廃棄いたします。また、個人情報の保護に関する法律に基づく弊社の「大塚グループ個人情報

保護方針」(https://www.otsukakj.jp/privacy/policy/) に則り、安全且つ適切に管理いたします。

講演会
視聴用URLよりアクセスし

開始までお待ちください。

お手数ではございますが、複数名でご一緒にご視聴予定でも、

お一人ずつウェビナー登録をお願い申し上げます。

お申し込みはこちら

https://zoom.us/j/990.......

オンライン講演会 案内状

オンライン講演会ご視聴方法

1 2 3プログラムに記載のURL、
または二次元コードへ
アクセスしてください。

必要事項を記入し、
ウェビナー登録
してください。

オンライン講演会視聴用
URLをお知らせします。
(メールも配信いたします。)

https://zoom.us/webinar/register/WN_Ji76wHFCROW_nUv_FVTC-A

アクトリーン・OT バルーンカテーテル

リリアムIP200・に関する情報提供のご用命は、
こちらから承ります。
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