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大阪府 1 ■私のオリゴ糞闘記（臨床現場からの
便秘対策）

…大阪府　新阿武山病院

○

愛知県 2 ■健康長寿バイキング教室
（マルチトールを使用した美味しい低
カロリーメニュー開発への取り組み）

…愛知県　独立行政法人　労働者健
康福祉機構　中部労災病院 ○

山口県 3 ■排便困難患者へのオリゴ糖使用によ
るその有用性について

…山口県　医療法人清和会
吉南病院 ○

鹿児島県 3 ■自然排便を試みて …鹿児島県　医療法人同潤会
介護老人保健施設　長生園 ○

大阪府 4 ■ほくとクリニック病院精神科救急病
棟におけるラクトスクロースによる便
性改善について

…大阪府 医療法人北斗会
ほくとクリニック病院 ○

大阪府 4 ■オリゴ糖による排泄のコントロール
改善を試みて

…大阪府　医療法人清風会
茨木病院 ○

大阪府 4 ■乳果オリゴ糖を用いた排便コント
ロール／下痢及び薬剤性便秘に対して

…大阪府　特定医療法人大阪精神医
学研究所 新阿武山病院 ○

広島県 4 ■ラクトスクロースが便秘に及ぼす影
響

…広島県　医療法人緑風会
ほうゆう病院 ○

高知県 4 ■乳果オリゴ糖飲用が検便検査に与え
る効果／調理従事者での試み

…高知県　特定医療法人仁生会
細木ユニティ病院 ○

高知県 5 ■乳果オリゴ糖摂取による便秘・下痢
改善を試みて（食品での排便コント
ロール）

…高知県　医療法人互生会
介護老人保健施設ぎんなん荘 ○

鹿児島県 5 ■腸内戦隊オリゴ糖Ⅱ～新たなる戦い
～

…鹿児島県　肝属郡医師会立
介護老人保健施設　みなみかぜ ○

沖縄県 5 ■オリゴ糖を用いた便秘改善の取り組
み“めざせ、快便！”続編

…沖縄県　医療法人和泉会
いずみ病院

○

福井県 6 ■便秘薬の注意点について …福井県　独立行政法人
国立病院機構 福井病院

○

大阪府 6 ■排便観察の大切さ　～お腹はこころ
のバロメーター～

…大阪府　財団法人浅香山病院

○

大阪府 6 ■オリゴ糖シロップ摂取による排便コ
ントロール～下剤にたよらない排便を
めざして～

…大阪府　医療法人杏和会
阪南病院 ○

福島県 7 ■向精神薬を服用され便秘がある患者
に対して便秘改善の援助（乳果オリゴ
糖を使用して）

…福島県　福島県厚生農業協同組合
連合会高田厚生病院

○

岡山県 7 ■高齢透析患者に対する排便習慣改善
の試み　～乳果オリゴ糖を利用して～

…岡山県　岡山済生会総合病院
○

熊本県 7 ■乳果オリゴ糖を用いた便秘改善の試
み（第1報）

…熊本県　医療法人回生会
山鹿回生病院 ○

鹿児島県 7 ■血液透析患者の乳果オリゴ糖使用に
よる血中尿素窒素値の変化

…鹿児島県　医療法人愛徳会
上村内科クリニック ○

東京都 8 ■多職種連携による糖尿病栄養指導－
妊娠糖尿病、糖尿病透析予防指導ほか
－

…東京都　自治医科大学附属病院臨
床栄養部 ○

東京都 8 ■チームで行う排便サポート …東京都　排泄ケアサポートセン
ター ウエルビーイングオフィスK ○

千葉県 8 ■当院ＮＳＴにおけるシンバイオティ
クスの活用

…千葉県　国立病院機構千葉東病院
栄養管理室 ○

三重県 9 ■介護老人保健施設において乳果オリ
ゴ糖により排便改善がみられた症例

…三重県　四日市社会保険
介護老人保健施設
サンビュー四日市

○

福井県 9 ■取り戻した下着の快適さ　～100人パ
ンツで過ごしてる～

…福井県　社会福祉法人藤島会
特別養護老人ホーム藤島園 ○

兵庫県 9 ■乳果オリゴ糖による下痢防止効果の
検証

…兵庫県　高砂市民病院

○

山口県 9 ■オリゴ糖を使用し、緩下剤に頼らず
自然排便が出来た事例

…山口県　老人保健施設
ニューライフあじす

○

福岡県 9 ■透析患者における乳果オリゴ糖摂取
による排便状況と尿毒症物質の変化

…福岡県　医療法人博腎会
博腎会病院

○
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岩手県 10 ■重度精神遅滞・麻痺性イレウス患者
様の栄養管理からのアプローチ

…岩手県　特定医療法人智徳会
未来の風　せいわ病院 ○

宮城県 10 ■全入居者を対象にした乳果オリゴ糖
摂取による便秘改善の取り組み

…宮城県　社会福祉法人
南郷福祉会特別養護老人ホーム
いなほの里 ○

山形県 10 ■「喜びと生きがいが高まるような医
療」をめざす

…山形県　特定医療法人敬愛会　尾
花沢病院 ○

島根県 11 ■老健施設の栄養士として糖尿病高齢
者の満足をどうかなえるか

…島根県　ケアセンターかんど

神奈川県 11 ■便秘傾向を有する脳神経外科疾患患
者への乳果オリゴ糖摂取による排便コ
ントロールへの取り組み

…神奈川県　医療法人五星会
菊名記念病院 ○ ○

岡山県 11 ■食前の甘味料摂取がインクレチン分
泌に及ぼす影響

…岡山県　岡山赤十字病院、川崎医
療福祉大学 ○

岡山県 11 ■高齢透析患者に対する排便習慣改善
を試みて ～オリゴ糖を６か月以上継続
使用した症例についての検討～

…岡山県　岡山済生会総合病院

○

東京都 12 ■透析患者の乳果オリゴ糖シロップ摂
取による排便調査

…東京都　社会保険中央総合病院
（現　独立行政法人地域医療機能推
進機構　東京山手メディカルセン
ター）

○

大阪府 12 ■当院デイケアにおける便性改善の取
り組み

…大阪府　社会医療法人北斗会
さわ病院 ○

岡山県 12 ■在宅生活を継続するためのアプロー
チを考える　～便秘対策について～

…岡山県　医療法人青木内科小児科
医院　あいの里クリニック ○

広島県 12 ■乳糖果糖オリゴ糖を使用したおむつ
外しへの取り組み

…広島県　社会福祉法人静和会
府中静和寮 ○

北海道 13 ■乳果オリゴ糖摂取による排便効果と
それに伴う精神症状の変化～事例を通
して～

…北海道　特定医療法人朋友会　石
金病院 ○

栃木県 13 ■長期入院患者におけるオリゴ糖摂取
試験結果について

…栃木県　医療法人明倫会
日光野口病院 ○

大阪府 13 ■乳果オリゴ糖（ラクトスクロース）
の摂取が妊婦の便性改善に及ぼす影響
（日本語版便秘評価尺度：CAS-Jを用い
て）

…大阪府　医療法人愛賛会
浜田病院

○

岡山県 13 ■下剤量低減への取り組み …岡山県　社会福祉法人うずき会
特別養護老人ホーム　きびハイツ ○

北海道 14 ■マルチトールを使用した商品開発と
血糖値測定による評価

…北海道　藤女子大学　人間生活学
部　食物栄養学科 ○

北海道 14 ■反復性イレウスに対する乳果オリゴ
糖の効果事例

…北海道　医療法人研成会
札幌鈴木病院

○

北海道 14 ■特別養護老人ホームに於ける乳果オ
リゴ糖の活用事例

…北海道　社会福祉法人翔陽会　特
別養護老人ホーム　清明庵 ○

大阪府 14 ■病院スタッフを対象にした乳糖果糖
オリゴ糖シロップ摂取試験

…大阪府　医療法人桐葉会
木島病院 ○

山口県 14 ■乳果オリゴ糖による排便コントロー
ル

…山口県　医療法人 治徳会
老人保健施設 温泉の里 ○

北海道 15 ■高齢者の腸内環境に対するプレバイ
オティクスの効果

…北海道　公益財団法人北海道医療
団　介護老人保健施設とかち ○

東京都 15 ■小児便秘症患者に対する効果　－ラ
クトスクロース負荷で見られた改善－

…東京都　杏林大学医学部付属病院
○

愛知県 15 ■乳果オリゴ糖摂取による下剤常用患
者の排便状態の変化

…愛知県　医療法人光生会
赤岩病院 ○

愛知県 15 ■福祉施設での栄養管理の取り組み
プチNSTを通して

…愛知県　社会福祉法人福寿
特別養護老人ホームさわやかの郷 ○

愛知県 15 ■便秘入所者における「乳果オリゴ糖
シロップ」摂取による排便状況への影
響

…愛知県　社会福祉法人華陽会　特
別養護老人ホーム華の郷南陽 ○

奈良県 16 ■身体障害者の方に対する乳果オリゴ
糖による排便コントロール

…奈良県　社会福祉法人泰久会　障
害者支援施設 仁優園

○

愛知県 16 ■マルチトールを口にくわえて直接中
身を吸いこむ事により、嚥下力が低下
していた方々の嚥下力を測定するとと
もに嚥下力の回復訓練を行う。

…愛知県　大久伝内科

○

奈良県 16 ■乳糖果糖オリゴ糖摂取による排便効
果への取組み－乳糖果糖オリゴ糖を使
用した症例について－

…奈良県　社会福祉法人慈光園　特
別養護老人ホーム慈光園

○

福岡県 16 ■『向精神薬と便秘』～下剤ゼロを目
指して～

…福岡県　医療法人光陽会
伊都の丘病院 ○
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岡山県 17 ■甘味料「マルチトール」を用いた料
理の調理適応性について

…岡山県　岡山県立大学保健福祉学
部栄養学科 ○

愛知県 17 ■シンバイオティクスによる排便改善
への取り組みと術後感染性合併症を抑
制した症例

…愛知県　名鉄病院

○

滋賀県 17 ■経腸栄養施行患者の下剤使用減少を
目指した取り組み

…滋賀県　彦根市立病院
○

岡山県 17 ■薬局に勤務する栄養士の活躍に食品
メーカーとして協力できることについ
てのアンケート調査

…岡山県　(株)HプラスBライフサイ
エンス　営業部中四国エリア、川崎
医療福祉大学臨床栄養学科

大阪府 18 ■精神科領域におけるラクトスクロー
ス（ＬＳ）摂取による便秘改善調査の
取り

…大阪府　医療法人桐葉会
木島病院 ○

鳥取県 18 ■オリゴ糖服用による便秘の改善効 …医療法人 橋本外科医院
○

高知県 18 ■乳糖果糖オリゴ糖による排便コント
ロールへの取組み

…高知県　社会医療法人仁生会
細木ユニティ病院 ○

宮城県 19 ■高齢者の便秘改善への試み　～オリ
ゴ糖シロップの効果～

…宮城県　社会医療法人将道会　介
護老人保健施設サニーホーム ○

神奈川県 19 ■オリゴ糖による便性状の改善を試み
て　～下剤に頼らない排便コントロー
ルを目指して～

…神奈川県　医療法人五星会
新横浜リハビリテーション病院 ○

岡山県 19 ■クローン病患者におけるシンバイオ
ティクス摂取の有効性に関する検討

…岡山県　中国学園大学大学院　現
代生活学研究科人間栄養学専攻 ○

大阪府 19 ■精神科ＮＳＴによる高齢者低栄養患
者へのソフト食を中心とした栄養介入
の成果

…大阪府　医療法人杏和会 阪南病
院、梅花女子大学 ○

愛知県 20 ■オリゴ糖（ラクトスクロース）継続
摂取の方に、水溶性食物繊維（イソマ
ルトデキストリン）追加摂取で排便状
態がさらに改善されるか？－Ⅱ

…愛知県　社会福祉法人昭徳会　特
別養護老人ホーム小原安立

○

愛知県 20 ■オリゴ糖（ラクトスクロース）シ
ロップ２１ｇ継続摂取の方に、倍量追
加摂取でさらに排便状態が改善される
か？

…愛知県　社会福祉法人なごや福祉
施設協会　なごやかハウス岳見

○

三重県 20 ■オリゴ糖（ラクトスクロース）継続
摂取の方に、水溶性食物繊維（イソマ
ルトデキストリン）追加摂取で排便状
態がさらに改善されるか？－Ⅰ

…三重県　社会福祉法人正寿会　ケ
アハウスかざはや苑

○

岡山県 21 ■イソマルトデキストリンによる食後
血糖上昇抑制効果

…岡山県　岡山県立大学　保健福祉
学部　栄養学科 ○

京都府 21 ■糖尿病患者にもデザートの楽しみを
～手作りデザート提供継続をめざして
～

…京都府　JCHO京都鞍馬口医療セン
ター
栄養管理室

○

神奈川県 21 ■当院救命救急センターにおけるシン
バイオティクス療法

…神奈川県　北里大学病院看護部救
命救急・災害医療センター、北里大
学医学部救命救急医学、北里大学病
院栄養部

○

愛知県 21 ■経管栄養の患者に対するオリゴ糖を
用いた排便コントロール
～オリゴ糖使用の排便状況の変化を
追って～

…愛知県　医療法人光生会赤岩病院
３Ｂ病棟

○

静岡県 22 ■水溶性食物繊維とオリゴ糖摂取によ
る、排便状況の推移と下剤減量による
コスト削減～自然排便増加によるＱＯ
Ｌ向上を目指して～

…静岡県　医療法人社団和恵会　介
護老人保健施設　みずほケアセン
ター ○

北海道 22 ■糖アルコールを使用した野菜ガレッ
トの食後血糖上昇抑制効果

…北海道　藤女子大学　人間生活学
部食物栄養学科 ○

東京都 22 ■インタビュー「水溶性食物繊維入り
パンをなぜ患者食に？」

…東京都　東京大学医学部附属病院
病態栄養治療部 ○ ○

東京都 22 ■インタビュー「名医のTHE太鼓判にな
ぜマルチトールが？」

…東京都　九段坂病院栄養科
○

東京都 22 ■インタビュー「安価な粉飴やプロテ
インパウダー等を使った高栄養パン粥
ゼリーとは？」

…東京都　特別養護老人ホーム　風
かおる里 ○ ○

福岡県 23 ■オリジナル高栄養主食のレシピ開発
と、忍容性・有用性の検討

…福岡県 九州がんセンター栄養管
理室、福岡病院栄養管理室、九州医
療センター栄養管理室、中村学園大
学栄養科学部栄養科学科、福岡病院
呼吸器内科

○

東京都 23 ■長すぎる空腹時間の改善による血糖
値の改善：血糖値を急上昇させない
チョコレートケーキの開発

…東京都　医療法人社団仁圭会　林
外科病院　栄養科 ○

東京都 24 ■食品交換表の活用の幅を広げる糖尿
病栄養指導の提案

…東京都 国家公務員共済組合連合
会　虎の門病院　栄養部　山本恭子

○

東京都 24 ■オーダーメイドな栄養指導を目指し
て

…静岡県　浜松医科大学医学部附属
病院　栄養部　増田えり子

○


