
2022年2月 web 小児栄養ウェブセミナー2022

講演「先天性代謝異常症-メチルマロン酸血症ｰ」

2021年11月 奈良 第59回全国自治体病院学会

ポスター「ブラストチラーによる野菜の栄養成分値の変化」

2021年11月 大阪 造血幹細胞移植・看護基礎研修

講演 「造血幹細胞移植患者の食事 ・栄養管理について」

2021年11月 web 造血幹細胞移植医療体制整備事業 島根大学 スキルアップWEBセミナー

講演「移植後患者の栄養管理、食事指導について」

2021年10月 web 糖尿病内科医のキャリアパスを考えるセミナー

講演「当院におけるカーボカウントを用いた栄養指導とチームでの取り組み」

2021年10月 web 第43回日本臨床栄養学会総会 第42回日本臨床栄養協会総会第19回大連合大会

シンポジウム「⾧期介入したシトルリン血症1型の1例」

2021年10月 web 第53回日本動脈硬化学会総会・学術集会

ﾒﾃﾞｨｶﾙｽﾀｯﾌｾｯｼｮﾝ「管理栄養士の立場から 高齢者に対する栄養指導の考え方」

2021年7月 Web 第36回日本臨床栄養代謝学会学術集会

一般演題「管理栄養士の病棟配置による肺癌患者への栄養介入効果」

2021年3月 大阪 第18回日本小児栄養研究会

シンポジウム「肝型糖原病の食事療法(症例検討）」

2021年3月 大阪 第24回大阪府栄養士会研究発表会

一般演題「病棟担当栄養士の設置を目指して」

2021年11月 書籍 かんたんカーボフラッシュカード（デザート編）

2020年11月 web 第65回 日本透析医学会学術集会・総会

ワークショップ 「CGM/FGMを活用した糖尿病患者の栄養指導の実際」

2020年10月 web 造血幹細胞移植・看護基礎研修Ⅰ

講演 「造血幹細胞移植患者の食事・栄養管理について」

2020年2月 大阪 令和元年度 大阪市立大学医学部附属病院市民公開講座

パネルディスカッション 「肝臓病教室」質疑応答

2020年1月 京都 第23回 日本病態栄養学会年次学術集会

尿路結石症患者における集団栄養食事指導の効果解析および運用改善の検討

2020年1月 書籍 かんたんカーボフラッシュカード（お食事編）

2019年11月 奈良 第46回 日本小児栄養消化器肝臓学会

生体電気インピーダンス法を用いた幼児期の栄養評価指標の検討

2019年11月 大阪 第56回 日本糖尿病学会近畿地方会

糖尿病腎症4期患者への多職種の継続的介入による腎機能低下抑制効果の検討

2019年10月 名古屋 第41回 日本臨床栄養学会総会・第40回 日本臨床栄養協会総会

 第17回大連合大会
当院における食物アレルギー児への食物経口負荷試験の試験食改定の取り組みについて

2019年10月 名古屋 第41回 日本臨床栄養学会総会・第40回 日本臨床栄養協会総会 第17回大連合大会

ライフステージを考慮した臨床栄養の発展ー世代をつなぐ＆地域をつなぐ食と栄養ー



2019年7月 大阪 日本肝臓学会近畿地区市民公開講座

パネルディスカッション

2019年3月 大阪 第24回 関西がんチーム医療研究会

外来NST介入で栄養状態の改善を認めたStage4胃癌患者の１例

2019年2月 大阪 市民公開講座(肝臓病教室）

普段のお食事について一緒に考えてみませんか～脂肪肝の食事療法～

2019年2月 大阪 第5回 薬薬連携セミナー
保険薬局薬剤師も参画できる栄養療法

～がん患者に対する栄養介入の現状 （市大病院からのバトン）～
2019年2月 大阪 第52回 日本臨床腎移植学会 シンポジウム

腎移植レシピエントの栄養評価への取り組み

2019年2月 大阪 第52回 日本臨床腎移植学会 市民公開講座

みんなで行う腎移植後のケア 「腎移植後の食事」

2019年1月 横浜 第22回 日本病態栄養学会年次学術集会

先天性代謝異常フェニルケトン尿症合併妊娠に対する栄養食事指導の経験から

2018年10月 大阪 第1回 大阪府肝炎コーディネーター養成研修

肝炎の食事について(講師）

2018年9月 大阪 同種造血幹細胞移植ワークショップ第3回

造血幹細胞移植患者の食事 ・栄養管理について

2018年8月 大阪 日本尿路結石症学会第28回学術集会

管理栄養士による尿路結石症の集団栄養指導はどれだけ患者に理解されているか？

2018年7月 大阪 血液疾患チームセミナー in奈良

チームで取り組む 移植患者の食事および栄養管理

2018年7月 大阪 第50回 日本動脈硬化学会総会学術集会

動脈硬化予防の観点からの食事療法の実際

2018年7月 大阪 肝炎デーイベント

質疑応答

2018年6月 大阪 第14回 近畿先天代謝異常症研究会

フェニルケトン尿症合併妊娠２症例に対する栄養食事指導の経験

2018年6月 大阪 同種造血幹細胞移植に携わる医療従事者のための集中セミナー

造血幹細胞移植患者の食事 ・栄養管理について

2018年2月 大阪 市民公開講座（肝臓病教室）

質疑応答

2018年1月 京都 第21回 日本病態栄養学会年次学術集会

教育講演「１型糖尿病のカーボカウントを用いた栄養指導」

2018年1月 大阪 第11回 日本小児栄養消化器肝臓学会 卒後教育セミナー

小児の疾患別栄養アセスメントと栄養食事指導

2017年11月 大阪 第16回 日本栄養改善学会近畿地方会

フェニルケトン尿症患者のための料理集の作成

2017年11月 大阪 第16回 日本栄養改善学会近畿地方会

大阪市立大学医学部附属病院におけるアレルギー患児に対する食物負荷試験の検討

2017年10月 福岡 第44回 日本小児栄養消化器肝臓学会

フェニルケトン尿症合併妊娠２症例に対する栄養食事指導の経験



2017年10月 札幌 北海道大学病院「肝臓病教室日曜版」
脂肪肝・NASHを撃退！普段のお食事を見直してみませんか。

～少しの工夫でｶﾛﾘｰﾀﾞｳﾝ～
2017年10月 大阪 糖尿病合併症学会

腎症交換表を用いた栄養食事指導

2017年9月 大阪 血液内科日曜セミナー

白血病の治療を支える食事について

2017年9月 大阪 第1回 出張肝臓病教室＠なにわ生野病院

肝炎の食事について

2017年9月 大阪 中外Webセミナー

造血幹細胞移植患者の 食事管理

2017年8月 大阪 日本尿路結石症学会第27回学術集会

尿路結石症患者に対する栄養食事指導の必要性に関する検討

2017年7月 大阪 同種造血幹細胞移植に携わる医療従事者のための集中セミナー

造血幹細胞移植患者の食事 ・栄養管理について

2017年7月 大阪 肝炎デーイベント（関西テレビ放送）

パネルディスカッション

2017年5月 名古屋 第60回 日本糖尿病学会年次学術集会

糖尿病腎症4期患者における透析導入までの期間に栄養を与える因子の検討

2017年3月 島根 第39回 日本造血細胞移植学会総会

血液内科病棟における治療前栄養指導の新規導入について

2017年2月 神戸 第20回 兵庫肝と栄養の会

当院における肝臓病教室の取り組みについて～これまでとこれからと～

2017年2月 大阪 パネルディスカッション

市民公開講座(肝臓病教室）

2017年2月 イタリア Neurological Sciences-ISSN 1590-1874

Attenuated brain lesion on magnetic resonance imaging in an adult patient with

methionine adenosyltransferase I/III deficiency

2017年1月 大阪 第209回 市民医学講座

尿路結石症の食事指導、～栄養士から～病気を防ぐ食生活の心構え

2016年12月 兵庫 兵庫県糖尿病協会栄養部会

糖尿病患者さんの栄養相談の方法を考える ～第３回～

2016年11月 大阪 第53回 日本糖尿病学会近畿地方会 第52回日本糖尿病協会近畿地方会

当院の糖尿病透析予防外来における糖尿病腎症4期患者の比較検討

2016年10月 大阪 第38回 臨床栄養学会総会・第37回臨床栄養協会総会 第14回大連合大会

PKUにおける特殊ミルクの必要性

2016年10月 大阪 第38回 臨床栄養学会総会・第37回臨床栄養協会総会 第14回大連合大会

管理栄養士としてグルタル酸血症1型に対してNST介入を行った１例

2016年10月 大阪 第38回 臨床栄養学会総会・第37回臨床栄養協会総会 第14回大連合大会

大阪市立大学医学部附属病院におけるアレルギー感じに対する食物負荷試験について

2016年10月 大阪 第38回 臨床栄養学会総会・第37回臨床栄養協会総会 第14回大連合大会

簡易的な方法で食事管理を継続することができたシトルリン血症1型の1例



2016年9月 スペイン The 17th International Congress of Dietetics

Examination of the Minimum Required Nutrition in the Chemotherapy Treatment of

Malignant Blood Disease Patients
2016年7月 大阪 同種造血幹細胞移植に携わる医療従事者のための集中セミナー

造血幹細胞移植患者の食事 ・栄養管理について

2016年5月 福岡 第29回 日本老年泌尿器科学会

高齢社会の全人的医療における食事の役割

2016年2月 福岡 第31回 日本静脈経腸栄養学会学術集会

化学療法センター栄養外来NSTの現状と今後の課題について

2015年10月 広島 第42回 日本小児栄養消化器肝臓学会

高メチオニン血症患者の妊娠・出産において栄養管理を行った一例

2015年7月 大阪 同種造血幹細胞移植に携わる医療従事者のための集中セミナー

造血幹細胞移植患者の食事 ・栄養管理について

2015年3月 東京 東京都民セミナー

2015年2月 東京 第20回 日本糖尿病眼学会教育セミナー

2015年2月 兵庫 第30回 日本静脈経腸栄養学会

事例検討「タイムリーｎ栄養対応を目指して」

2015年1月 京都 第18回 日本病態栄養学会

2014年12月 京都 日本糖尿病療養指導認定機構

糖尿病療養指導士（更新者用）ケーススタディー２

2014年11月 奈良 第11期 奈良糖尿病療養指導研修会（第3回）

継続の出来る食事療法のコツ～栄養指導の成功例・失敗例を経験して～

2014年10月 北海道 第12回 南空知糖尿病勉強会

糖尿病の食事療法

2014年10月 東京 第41回 日本小児栄養消化器肝臓学会

小児の栄養管理における間接カロリメトリーの有用性の検討

2014年10月 大阪 大阪府栄養士会 スキルアップ研修会

栄養管理の現場で使われる用語解説～医療現場の世界から～

2014年10月 書籍 診断と治療社

実践 先天性代謝異常症 栄養食事指導ケースブックの共同執筆

日本臨床栄養協会、日本臨床栄養学会、日本臨床栄養協会近畿地方会のご支援の下、大

阪大学、大阪府立母子保健総合医療センター、大阪市立大学で編集し発刊いたしまし

た。先天性代謝異常症の栄養食事の参考図書としてご活用ください。

2014年9月 大阪 第7回 大阪ＮＳＴ研究会

経腸栄養剤の選択と使い方

2014年9月 大阪 第203回 大阪小児科学会

大阪市立大学医学部附属病院における食物経口負荷試験食の負荷食品について

2014年8月 大阪 日本尿路結石症学会第24回学術集会

ランチョンセミナー お弁当で分かる尿路結石「予防食」と「促進食」

2014年7月 茨木市 茨木市保健管轄

糖尿病の食事療法ー交換表の改訂とその応用ー

2014年6月 和歌山 第6回 阪和肝臓病教室カンファレンス

当院の肝臓病教室における管理栄養士のかかわり



2014年6月 神戸 肝硬変栄養治療フォーラム

当院における肝疾患の栄養指導について

2014年6月 大阪 第22回 大阪小児アレルギー疾患研究会

大阪市立大学医学部附属病院における食物経口負荷試験食の負荷食品について

2014年5月 大阪 大阪府栄養士会第1回定時総会

改訂された糖尿病食事療法のための食品交換表第７版の解説

2014年5月 大阪 高血圧市民公開講座

高血圧の栄養指導の講師

2014年3月 沖縄 第36回 日本造血細胞移植学会総会

血液内科外来患者の食事摂取状況把握と栄養管理介入の意義に関する研究

2014年3月 大阪 同種造血幹細胞移植に携わる医療従事者のための集中セミナー

造血幹細胞移植患者の食事・栄養管理について

2014年2月 大阪 第4回 栄養介護セミナー

大阪市立大学医学部附属病院の集団栄養指導の取り組みについて

2014年1月 大阪 第17回 日本病態栄養学会

シンポジウム 食品交換表第７版 その他の改訂と参考資料

2013年11月 大阪 栄養士が未来を切り拓く ファンデリー

これから進路を考える学生に、今伝えておきたいこと

2013年11月 大阪 インスリンポンプセミナー

カーボカウント

2013年10月 京都 第11回 臨床栄養協会総会

2013年7月 横浜 第1回 腎不全研究会

2013年7月 京都 日本栄養士会TNT-D研修会

TNTD講師

2013年6月 大阪 第2回京阪神CDEセミナー

糖尿病の食品交換表−改訂の現状とカーボカウント−

2013年3月 東京 糖尿病の食事療法に関する提言（糖尿病学会）

糖尿病交換表の改定箇所

2012年11月 大阪 インスリンポンプセミナー

カーボカウント

2012年10月 東京 第34回日本臨床栄養学会総会・第33回日本臨床栄養協会総会 第10回大連合大会

当院でケトン食療法に対応した症例についての報告

2012年9月 大阪 第39回日本臨床栄養協会近畿地方会

カーボカウント

2012年9月 ｵｰｽﾄﾗﾘｱ The 16th International Congress of Dietetics

Practical approach conducted by NST to standardize diet guidelines for

immunosuppressed patients
2012年9月 大阪 第11回 関西がんチーム医療研究会

周術期栄養地域連携プロジェクトの成果と課題

2012年7月 山形 山形小児サマーキャンプ

カーボカウント

2012年7月 京都 日本栄養士会TNT-D研修会

TNTD講師



2012年6月 名古屋 糖尿病チーム医療研究会

カーボカウント

2012年5月 横浜 第55回日本糖尿病学会学術年次集会 CDEｵｰﾌﾟﾝｶﾝﾌｧﾚﾝｽ

カーボカウントを用いたCSIIの応用と可能性

2012年4月 大阪 大阪府公立病院

カーボカウント

2012年3月 兵庫 第9回 日本小児栄養研究会

フェニルケトン尿症の栄養管理

2012年2月 神戸 第27回 日本静脈経腸栄養学会

栄養士部会パネルディスカッション膵臓癌、イレウス症例を通して考える中心静脈栄養

のアセスメントとケアプラン
2012年2月 大阪 第10回 関西がんチーム医療研究会

当院におけるNST活動～特に消化器癌患者に対する効果を中心に～

2012年1月 京都 第15回 病態栄養学会 ワークショップ

カーボカウント

2012年1月 大阪 矢木脳神経外科病院v

術後の血糖管理とカーボカウント

2011年11月 大阪 なにわNST

新たな血糖管理法ーカーボカウントについてー

2011年10月
東京 第33回 臨床栄養学会総会・第32回臨床栄養協会総会

 第9回大連合大会
カーボカウント

2011年10月 東京 第33回 臨床栄養学会総会・第32回臨床栄養協会総会 第9回大連合大会

パネルディスカッション 肝型糖原病の食事療法

2011年10月 兵庫 姫路聖マリア病院 糖尿病講演会

カーボカウント

2011年10月 石川 南加賀かけはしネットワーク

カーボカウント

2011年9月 広島 平成23年度 TNT-D認定管理栄養士全国研修会

TNT-D管理栄養士になってからの活動

2011年8月 京都 糖尿病サミット2011 オープンカンファレンス

カーボカウント

2011年7月 大阪 第13回 周術期ケア研究会

より効果的な経腸栄養への転換を目指して

2011年7月 大阪 第19回 糖尿病療養指導士講演会

糖尿病における食事療法～血糖値への影響について～

2011年6月 兵庫 東播磨糖尿病療養指導勉強会

カーボカウントの理論と実際

2011年5月 福岡 日本栄養士会TNT-D研修会

TNTD講師

2011年5月 北海道 第54回 日本糖尿病学会年次学術集会 ポスターとオーラル

一般的な主菜・副菜に含まれる糖質量の簡易計算法に関する検討



2011年5月 栃木 栃木県栄養士会医療協議会研修会

カーボカウントを取り入れた糖尿病食事指導の実際

2011年3月 大阪 第15回 大阪府栄養士会研究会

1型糖尿病における脂質エネルギー比の違いによる血糖値上昇の変化

2011年2月 石川

カーボカウントを取り入れた栄養指導

2011年2月 京都 第7回 日本消化管学会

消化管疾患に対するＮＳＴの役割

2011年1月 兵庫

カーボカウントを取り入れた栄養指導

2010年11月 大阪 第35回 日本臨床栄養協会近畿地方会

糖尿病腎症の栄養指導

2010年10月 埼玉 第57回 日本栄養改善学会

クローン病患者に対する栄養指導の取り組み「レミケードと食事療法」

2010年10月 香川 第37回 日本小児栄養消化器肝臓学会 プレコングレスセミナー

医師と栄養士が組んで行う栄養療法フェニルケトン尿症

2010年10月 奈良 奈良県栄養士会医療職域研修会

カーボカウントを取り入れた栄養指導

2010年9月 大阪 カーボセミナー

カーボカウントを取り入れた栄養指導

2010年9月 京都 日本栄養士会TNT-D研修会

TNTD講師

2010年8月 名古屋 第32回 臨床栄養学会総会・第31回臨床栄養協会総会 第8回大連合大会

コントロール良好なフェニルケトン尿症患者9名の 栄養摂取状況についての報告

2010年7月 奈良 奈良県栄養士生涯学習研修会

糖尿病の新しい食事管理 カーボカウントと糖尿病

2010年7月 大阪 第40回 栄養学連続講義

糖尿病とカーボカウント 栄養指導の観点から

2010年6月 東京 平成22年 第1回日本メディカル給食協会 栄養士会関東信越ブロック

新しい糖尿病食事療法の考え方 カーボカウント

2010年3月 京都 第34回 臨床栄養協会近畿地方会・小児栄養研究会

コントロール良好なフェニルケトン尿症患者の栄養摂取状況についての報告

2010年3月 東京 国立成育医療センター 平成21年度糖尿病教室

カーボカウントをやってみよう

2010年3月 滋賀 滋賀東近江地区 平成21年度管理栄養士・栄養士育成指導研修会

新しい糖尿病食事療法

2010年2月 静岡 第32回 日本造血細胞移植学会総会

白血球低下患者における食事内容の検討

2010年2月 大阪 第10回 周術期ケア研究会

心臓血管リハビリテーションにおける栄養部の取り組みについて

2010年1月 京都 第13回 日本病態栄養学会

周術期栄養管理における地域医療連携への取り組み 第2報



2009年12月 大阪 第4回 近畿血液腫瘍若手医師輸液・栄養セミナー

免疫不全食

2009年12月 鳥取 第22回 山陰小児・ヤング糖尿病食事療法研究会

食品交換表とカーボカウント

2009年11月 大阪 カーボセミナー

カーボカウントを取り入れた栄養指導

2009年9月 北海道 第56回 日本栄養改善学会

周術期栄養管理における地域医療連携への取り組み

2009年7月 大阪 がんプロフェッショナル養成セミナー

がん医療に携わるコメディカルの役割について

2008年8月 大阪 糖尿病セミナー

新規な食事療法用デバイスの提案～1:1:1:弁当箱～

2008年5月 東京 第51回 日本糖尿病学会

新規な食事療法用デバイスの提案～1:1:1:弁当箱～


