
「NST専門療法士習得のための研修実施要綱」 

 

（研修の名称）NST専門療法士習得のための研修 

 

【研修目的】 

  臨床におけるより良い栄養管理の実施にあたり、チーム医療での専門的役割発揮に必

要な問題・課題を認識させるとともに、ネットワーク体制の充実と向上を図る。 

 

※ 本研修の受講により、ＮＳＴ専門療法士(日本静脈経腸栄養学会)の資格取得条件で

あるＮＳＴ教育認定施設での４０時間臨床実地修練の証明を取得できます。 

また、本研修は、平成２２年度診療報酬改定において新設された「栄養サポートチ

ーム加算」の算定要件である、「所定の研修」に該当します。 

 

【受入施設】 

  国立病院機構高崎総合医療センター（栄養サポートチーム：ＮＳＴ） 

  〒370-0829 群馬県高崎市高松町 36番地  TEL(代表) 027-322-5901 

 

【受入日時】 

  2019年 6月 24～26 日、７月 4、5 日 計 5日間 

 

 

【受入人員および対象】 

  6 名（薬剤師、管理栄養士、看護師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士） 

 

○医療機関において４年以上の勤務経験を有する者。（4年未満でも相談に応じます） 

○現在、病院内のＮＳＴのメンバーであり、従事する者。 

○平成 30年度以降、ＮＳＴ専門療法士(日本静脈経腸栄養学会)の認定資格試験を受験予

定であり、ＮＳＴ教育認定施設での４０時間の臨床実地修練の取得を希望する者。 

○ＮＳＴ専門療法士認定資格の有資格者でないこと。 

○受け入れ日時の全日受講出来るもの 

 

※募集人数を超過した場合は受講出来ない場合もありますのでご承知おき下さい。 

 

 

 

 

 

 

 



【研修費】 

1 人 2 万円（2019 年 6 月 17 日までにお振り込みください。） 

 振込先… 銀行名：群馬銀行（銀行コード ０１２８） 

   支店名：高崎支店（支店コード １２７） 

   預金種類：普通預金 

   口座番号：１７１０３９７ 

   講座名義：独）国立病院機構 高崎総合医療センター 

   フリガナ：ﾄﾞｸ）ｺｸﾘﾂﾋﾞｮｳｲﾝｷｺｳ ﾀｶｻｷｿｳｺﾞｳｲﾘｮｳｾﾝﾀｰ 

※振込み手数料については貴方様のご負担となります。 

 ※振込依頼人には必ず、ＮＳＴ研修と受講者本人の氏名を明記してください。 

    ※振込人記載例：「ＮＳＴ研修 高崎 太郎」 

 

【研修内容】 

  別紙の日程表のとおり   

  必修講義 ･･････････ 〔黄色〕 

  病棟回診 ･･････････ 〔青色〕 

  実技  ･･････････ 〔桃色〕 

  演習  ･･････････ 〔白色〕 

 

【受講申請】 

参加希望者はＥメールにて必要事項を入力の上、申請すること。 

※受講の可否について、返信にてご連絡いたします。 

 （申請期限） 2019 年 6 月 14日（金） まで ※期限厳守・先着順（6名） 

 （記入必須事項） 下記の①～④について必ず記入すること。 

① 氏名・性別・年齢 

② 所属施設 

③ 職種および役職 

④ 経験年数 

 （送信先） 国立病院機構高崎総合医療センターＮＳＴ専従：小川祐介 

        E-mail: ogawa.yusuke.ad@mail.hosp.go.jp 

 

【研修終了時には次のものを提出します】 

 ・症例報告１件：最終日に症例報告会を実施いたします。 

 ・アンケート：次回以降の研修内容の基礎資料にします。 

 

【問い合わせ先・提出先】 

  〒370-0829 

  群馬県高崎市高松町 36番地 

         国立病院機構高崎総合医療センター 

 電話： 027-322-5901(代表) 平日 9：00～16：00 

mailto:ogawa.yusuke.ad@mail.hosp.go.jp


 ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ＆必修講義①～⑫（各１時間） 14 時間 

 栄養評価等実技①～②（各１時間）      3 時間 

 病棟回診＆ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ①～⑧  11 時間 

 演習     12 時間 

   必修講義 ･･････････ 〔黄色〕 

  病棟回診 ･･････････ 〔青色〕 

  実技 ･･････････ 〔桃色〕 

演習 ･･････････ 〔白色〕 

 

研修日程表（予定）      ※空き時間については、カルテ参照・症例検討を各自行うこととする。 

 6／24（月）  6／25 （火） 6／26 （水） 7／4（木） 7／5 （金） 

9:00～10:00 オリエンテーション 

・各種説明 

・カルテ参照 

9：20～回診②北 4 必修⑥医)基本 
9：00～回診⑥ 

栄養サポート外来 

必修⑫歯)摂食嚥下 

 10:00～11:00 演 習 必修⑦医) PEG 

11:00～12:00  必修①栄) SGA 11：00～回診③北 6 必修⑧医)在宅 必修⑪看)衛生 必修⑬薬)配合変化 

昼休み      

13:00～14:00 必修②栄) ODA 
12:45～       

必修 ⑨薬)懸濁法 
13:30～回診⑤北 5 

13:00～回診⑦嚥下 

演 習 

14:00～15:00 必修④薬)調剤法 14:00～回診④南 6 
14:45～ 

必修③栄)経腸栄養 

 

14：00～回診⑧   

北 7、PEG 

15:00～16:00 

15：00～回診①嚥下 実技①栄)身体計測 
演 習 

 

※終了時に症例提出 

→添削して翌日返却 

15：30 演 習 

16:00～17:00 16:15 必修⑩栄)栄養剤 症例報告会 

17:00～18:00 必修⑤薬)経静脈栄養 実技②歯)水飲みテスト 演 習 17:30～研修終了式 

場所 
9：00～18:00 

シミュレーション室 

9：00～18:00 

シミュレーション室 

9：00～18:00 

シミュレーション室 

9：00～18:00 

シミュレーション室 

9：00～18:00 

シミュレーション室 

 

【必修講義】 

⚫ ⑥栄養療法の基本    医師（小川） 

⚫ ①栄養障害例の抽出・早期対応（ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ法）SGA 栄養士（吉田） 

⚫ ②栄養障害例の抽出・早期対応（ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ法）ODA 栄養士（吉田） 

⚫ ⑩栄養薬剤・栄養剤・食品の選択・適正使用法の指導 栄養士（馬目） 

⚫ ⑪経腸栄養剤の衛生管理・適正調剤法の指導  看護師（中沢） 

⚫ ⑧在宅栄養・院外施設での栄養管理法  医師（小川） 

⚫ ③経腸栄養・経口栄養のプランニングとモニタリング 栄養士（小川） 

⚫ ④経静脈輸液適正調剤法の取得   薬剤師（金田） 

⚫ ⑤経静脈栄養のプランニングとモニタリング  薬剤師（山本） 

⚫ ⑨簡易懸濁法の実施と有用性の理解   薬剤師（田中） 

⚫ ⑬経静脈栄養剤の側管投与法・薬剤配合変化の指摘 薬剤師（久保田） 

⚫ ⑦PEG、在宅栄養療法について   医師（小川） 

⚫ ⑫摂食嚥下リハビリテーションについて        歯科医師（木村） 

【栄養評価等実技】 

⚫ ①TSF・AC の測定：栄養士（小川）、InBody・間接熱量計検査技師（永井） 

⚫ ②フードテスト・水飲みテスト     歯科医師（稲川） 



～当院アクセス～ 

 

 

 

～受付案内～ 

6 月 24 日 8:45～受付を行います。 

場所：管理棟 1Ｆ シミュレーション室 

 

～持ち物～ 

・白衣、院内履き 

・筆記用具 

・印鑑 

・昼食 

（当院売店・食堂もご利用ください。） 

＊パソコン（ﾉｰﾄ PC 等お持ちの方は、症例作成用に持参ください。） 

 

 

～控室・ﾛｯｶｰについて～ 

研修中は個人用ﾛｯｶｰを準備しますので、貴重品など保管用にご使用ください。 

ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ終了後にご案内いたします。 

 

※お車の場合は、立体駐車場をご利用ください。 

※入庫時の駐車券は、無料駐車券と交換いたします。 
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