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日程表
講演会場 ポスター・展示会場

大ホールA・B 大ホールC
8:00

8：30〜8：35 　　会長挨拶
8：35〜8：50　　学会移行記念講演
8：50 〜11：00

9:00

シンポジウム
『PEGをしてよかった症例とは』

司会：鈴木 裕・高橋 美香子

10:00

11:00

11：10〜11：52

ポスターセッション1

12:00
12：00 〜13：00

ランチョンセミナー
演者：栗山とよ子
司会：村松　博士

共催：（株）大塚製薬工場／イーエヌ大塚製薬（株）
13:00

13：10〜13：52

ポスターセッション2

14:00
14：00 〜15：40

オーラルセッション

座長：鷲沢 尚宏・垣内 英樹
15:00

15：40 〜17：10

ワークショップ
第5回 PEGチーム医療委員会企画

「PEGジレンマ」
司会：小川 滋彦・橋本 幸亜

特別発言：倉 敏郎

16:00

17:00

17：10〜 閉会挨拶

18:00

上野 文昭
（PEG・在宅医療学会理事長）
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プログラムおよび司会・座⻑

会場 セッション 時  間
プログラムＮo. 座長・特別発言

講
演
会
場

大
ホ

ル
A
・
B

シンポジウム 8：50～11：00

「PEGをしてよかった
症例とは」

S-1～S-10
司 会 鈴木　　裕（国際医療福祉大学 教授／

 国際医療福祉大学病院 消化器・乳腺外科部長）

高橋美香子（鶴岡協立病院 内科）

ランチョンセミナー 12：00～13：00

共 催 （株）大塚製薬工場
　　  イーエヌ大塚製薬（株）

L-1 司 会 村松　博士（留萌市立病院 院長）

オーラルセッション 14：00～15：40

O-1～O-12
座 長 鷲澤　尚宏（東邦大学医療センター大森病院 

 栄養治療センター部長、栄養部部長）

垣内　英樹（慈恵会病院 内科）

ワークショップ 15：40～17：10

第5回 PEGチーム医療
委員会企画
「PEGジレンマ」

W-1～W-4

座 長 小川　滋彦（小川医院 院長）

橋本　幸亜（地域医療機能推進機構 うつのみや病院 栄養管理室）

特別発言 倉　　敏郎（町立長沼病院 院長）

ポ
ス
タ

・
展
示
会
場

大
ホ

ル
C

ポスターセッション1 11：10～11：52

1. PEGの適応、予後1 P1-1～P1-6
座 長 櫻井　洋一（和洋女子大学大学院 教授／

 千葉県済生会習志野病院 外科）

鈴木　　進（留萌セントラルクリニック 院長）

2. PEGの手技 P2-1～P2-6
座 長 松本　昌美（南奈良総合医療センター 院長）

横浜　吏郎（旭川医療センター 消化器内科）

3. カテーテル交換、管理 P3-1～P3-5
座 長 松本　敏文（別府医療センター 消化器外科）

今里　　真（大分県厚生連 しおはま診療所）

4. 栄養管理1 P4-1～P4-5
座 長 小川　哲史（高崎総合医療センター 消化器外科）

真井　睦子（栗山赤十字病院医療技術部 栄養課）

5. 在宅・チーム医療 P5-1～P5-6
座 長 吉野　すみ（屋島総合病院 内科）

草間　龍一（社会福祉法人明世会 信愛医療療育センター）

ポスターセッション2 13：10～13：52

6. PEGの適応、予後2 P6-1～P6-5
座 長 西山　順博（医療法人西山医院）

星　　智和（中島病院 外科）

7. PEGの合併症 P7-1～P7-5
座 長 有本　之嗣（須波宗斉会病院 院長）

日下部俊朗（医療法人東札幌病院 消化器内科）

8. PEJ、PEG-J、PTEG P8-1～P8-6
座 長 西脇　伸二（JA 岐阜厚生連 西美濃厚生病院 内科）

土田　　茂（土田病院 外科）

9. 地域連携 P9-1～P9-6
座 長 津川　信彦（健生五所川原診療所）

島崎　　信（国民健康保険 関ヶ原病院）

10. 摂食嚥下 P10-1～P10-3
座 長 堀内　　朗（昭和伊南総合病院 内科診療部長 消化器病センター長）

長岡　康裕（時計台記念病院 消化器内科）

11. 栄養管理2 P11-1～P11-6
座 長 蟹江　治郎（ふきあげ内科胃腸科クリニック）

児玉　佳之（こだま在宅内科緩和ケアクリニック）

「
ー

」
ー

「
ー

」



プログラム

＜講演会場＞ 大ホールA・B

学会移行記念講演 8：35〜8：50

講演：上野　文昭（PEG・在宅医療学会理事長）

シンポジウム『PEGをしてよかった症例とは』 8：50〜11：00

　司会：鈴木　　裕（国際医療福祉大学 教授／国際医療福祉大学病院 消化器・乳腺外科部長）
高橋美香子（鶴岡協立病院 内科） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

S-1 頭頚部がん患者に対して内視鏡的胃瘻造設術（PEG）が有用であった3例
朝日大学歯学部附属村上記念病院 消化器内科（岐阜県）医師 大洞　昭博

S-2 「やってよかった」と、ならなきゃいけない小児PEG、しかし・・・
社会福祉法人明世会 信愛医療療育センター（愛知県）医師 草間　龍一

S-3 胃瘻がある生き方を決断して
医療法人社団 土田病院 看護部（北海道）看護師 仲田　恵子

S-4 滋賀県の在宅・施設のPEG事情、在宅栄養管理にはPEGが欠かせません
医療法人 西山医院、滋賀PEGケアネットワーク（滋賀県）医師 西山　順博

S-5 Total careにおけるPEGの役割
南奈良総合医療センター 消化器内科（奈良県）医師 堀内　葉月

S-6 PEGをしてよかった症例から感じたPEGを考慮したときの医療者の心構え
橋本市民病院 外科（和歌山県）医師 前田　恒宏

S-7 脳卒中発症後の胃瘻は役に立つ！
荒木脳神経外科病院 外科・NST（広島県）医師 藤井　辰義

S-8 認知症におけるPEGは有用か ～退院調整看護師の立場から～
一般社団法人 愛生会山科病院 NST（京都府）看護師 山田　圭子

S-9 「今があるのは胃瘻のおかげです」胃瘻に対する思いを患者自身が語る
宮の森記念病院 外科・消化器科（北海道）医師 真崎　茂法

S-10 胃瘻の適応および実施状況に関するアンケート調査結果報告
一般社団法人栄養管理指導者協議会（大阪府）医師 井上　善文
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ランチョンセミナー 12：00〜13：00

司会：村松　博士（留萌市立病院 院長）

L-1 せっかくの胃瘻、栄養管理を適切に！確実に！
～スムースに導入し、切れ目なく退院後に繋げるための福井県立病院の取り組み～

福井県立病院 内科・NST 栗山とよ子

共催：株式会社大塚製薬工場／イーエヌ大塚製薬株式会社

オーラルセッション 14：00〜15：40

　座長：鷲澤　尚宏（東邦大学医療センター大森病院 栄養治療センター部長、栄養部部長）
垣内　英樹（慈恵会病院 内科）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

O-1 高齢者の嚥下障害者に対するアイソトニックゼリーを利用した嚥下訓練法の実際 
～兵頭・駒ヶ根スコアに基づいて～

昭和伊南総合病院 消化器病センター（長野県）医師 堀内　　朗

O-2 当院における嚥下内視鏡検査（VE）症例の検討 ～肺炎を中心に～
済生会 山形済生病院 消化器内科（山形県）医師 中村由紀子

O-3 単孔式腹腔鏡下ボタン型空腸瘻造設術を行った1例
国際医療福祉大学病院 外科・乳腺外科（栃木県）医師 中川　　光

O-4 最近5年間のAHN選択結果について
医療法人社団洞仁会 洞爺温泉病院 診療部（北海道）医師 上田　　修

O-5 2016年に胃瘻造設した60例の中で、本人・家族共に「よかった」4例の考察
水島協同病院 外科（岡山県）医師 山本　明広

O-6 食道狭窄を伴う胸部大動脈瘤に対して全身麻酔下にPEGを施行した1例
札幌医科大学 消化器・総合、乳腺・内分泌外科（北海道）医師 伊東　竜哉

O-7 幽門狭窄を来した胃癌患者に対する新しい試み 
－栄養と減圧を目的としたdouble PTEGのpilot study－

国際医療福祉大学病院 外科（栃木県）医師 岩瀬　亮太

O-8 脳卒中のPEG適応予測
中村記念病院 耳鼻咽喉科（北海道）医師 小西　正訓

O-9 経鼻かPEGか ～最適な栄養管理法の選択を求めて
国立病院機構東近江総合医療センター（滋賀県）医師 伊藤　明彦

O-10 胃瘻と経鼻胃管のCost-effectiveness Research
大船中央病院 消化器・IBDセンター（神奈川県）医師 吉田　篤史

O-11 摂食嚥下障害、胃ろう患者への京都の食支援活動
愛生会山科病院 外科（京都府）医師 荒金　英樹

O-12 PEG症例における胃内視鏡所見と誤嚥性肺炎との関連についての検討
済生会松阪総合病院 内科（三重県）医師 清水　敦哉
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ワークショップ 15：40〜17：10

第5回 PEGチーム医療委員会企画「PEGジレンマ」

座長：小川　滋彦（小川医院 院長） 　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　 橋本　幸亜（地域医療機能推進機構 うつのみや病院 栄養管理室）

特別発言：倉　　敏郎（町立長沼病院 院長） 　　　　　　　　　　　　　　

推薦演題

W-1 当院における認知症がある胃瘻造設患者の実態調査
公立能登総合病院（石川県）看護師 坂口　美香

W-2 経管投与不適の患者に対するバルプロ酸ナトリウム坐剤の有用性の検討
栗山赤十字病院 薬剤部（北海道）薬剤師 瀧澤　昌司

W-3 失語症患者に対する経口移行アプローチ
洞爺温泉病院 リハビリテーション課（北海道）ST 鈴木　佑人

W-4 胃瘻造設により、経口摂取量が増加した筋ジストロフィー患者の一例 ～訪問栄養士との関わり～
医療法人社団 小川医院 栄養ケアセンター（石川県）栄養士 加藤　寿子

1. 第5回委員会企画アンケート報告 片岡　　聡（田辺中央病院 臨床薬剤部）

2. 胃酸ジレンマ（PPIの使用） 杉田　尚寛（てまり薬局 医薬品情報室）

3. 食事ジレンマ（半固形化） 岩川　裕美（龍谷大学農学部 食品栄養学科）

4. 感染ジレンマ
　　　ヘリコバクターピロリ除菌 今里　　真（大分県厚生連しおはま診療所 院長）
　　　内視鏡機器の消毒　 松本　雄三（亀田総合病院 内視鏡室）
　　　スキンケア　 松原　康美（北里大学病院 看護部）

5. 造設ジレンマ
　　　食べるためのPEG 助金　　淳（日比野病院 リハビリテーション科）
　　　造設関係 堀内　　朗（昭和伊南総合病院 消化器内科）
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＜ポスター・展示会場＞ 大ホールC

ポスターセッション1 11：10〜11：52

1. PEGの適応、予後1

座長：櫻井　洋一（和洋女子大学大学院 教授／千葉県済生会習志野病院 外科）
鈴木　　進（留萌セントラルクリニック 院長） 　　　　　　　　　　　

P1-1 経皮内視鏡的胃瘻造設術前の歯科受診の必要性についての検討
社会医療法人社団森山医会 森山記念病院 消化器外科（東京都）医師 本橋　英明

P1-2 PEGの適応に苦慮した摂食嚥下障害の2症例
イオンタウン田崎総合診療クリニック（熊本県）医師 城本　和明

P1-3 PEG後の早期死亡率低下の立役者を推理する
健和会大手町病院 内科（福岡県）医師 久田　裕史

P1-4 当院におけるPEGの現状 －10年間を振り返って－
大津赤十字病院 消化器内科（滋賀県）医師 三宅　直樹

P1-5 傾向スコアマッチングを用いた胃瘻栄養と中心静脈栄養の比較検討
宮の森記念病院 外科・消化器科（北海道）医師 真崎　茂法

P1-6 訪問栄養食事指導を利用し、胃瘻・在宅療養を選択した高齢者夫婦が自力経口摂取に
移行できた1症例

医療法人かがやき 総合在宅医療クリニック（岐阜県）栄養士 安田　和代

2. PEGの手技

座長：松本　昌美（南奈良総合医療センター 院長）
横浜　吏郎（旭川医療センター 消化器内科）

P2-1 幽門側胃切除術後の内視鏡的胃瘻造設術の5症例
愛生会山科病院 内科（京都府）医師 堀江　秀樹

P2-2 PEGと経胃瘻的十二指腸ステント留置で減圧しえた膵癌による悪性十二指腸狭窄の1例
高松市民病院（香川県）医師 野田　和克

P2-3 経鼻内視鏡下胃瘻造設術Pull法（鼻Pull法）の有効性および造設に伴う合併症回避のための
工夫と考察

社会医療法人誠光会 草津総合病院 消化器内科（滋賀県）医師 大原真理子

P2-4 抜糸不要の胃壁固定法によるPEG造設
札幌道都病院 外科（北海道）医師 西森　英史

P2-5 当院における腹腔鏡補助下内視鏡的胃瘻造設術の経験
大阪市立総合医療センター 消化器外科（大阪府）医師 出口　惣大

P2-6 横行結腸が胃前方に介在する造設困難例に対して安全に造設し得た大腸内視鏡併用PEGの1例
島根大学医学部附属病院 消化器・肝臓内科（島根県）医師 三上　博信
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3. カテーテル交換、管理

座長：松本　敏文（別府医療センター 消化器外科）
今里　　真（大分県厚生連 しおはま診療所）

P3-1 経胃瘻内視鏡の発展 ～画像記録システムの検討PART3～
社会福祉法人明世会 信愛医療療育センター（愛知県）医師 草間　龍一

P3-2 PEGスコープ画像を安価に高画質保存するための試み（その2）
医療法人聖仁会 南薩ケアほすぴたる 消化器内科（鹿児島県）医師 伊東　　徹

P3-3 栄養療法ネットワーク前橋が推進する訪問胃瘻交換・第2報
善衆会病院（群馬県）医師 荻原　　博

P3-4 胃瘻カテーテル交換の出血に抗血栓薬とカテーテル形状が与える影響
社会医療法人関愛会 坂ノ市病院（大分県）医師 管　　　聡

P3-5 チューブ型バンパータイプの胃瘻カテーテル保護の試み ～ズレない腹帯の試作～
医療法人社団明芳会 横浜新都市脳神経外科病院 看護部（神奈川県）看護師 安部　克憲

4. 栄養管理1

座長：小川　哲史（高崎総合医療センター 消化器外科）
真井　睦子（栗山赤十字病院医療技術部 栄養課）

P4-1 長期静脈栄養管理によるセレン欠乏の2例報告 頭髪中の炭素および窒素安定同位体比と
セレンとの関係について

北海道医療大学 薬学部（北海道）薬剤師 遠藤　哲也

P4-2 胃瘻造設後の栄養状態についての検討
医療法人社団洞仁会 洞爺温泉病院 臨床検査課（北海道）MSWなど 橋本　美紀

P4-3 ラコールNF配合経腸栄養液®をベースにした維持透析患者の経腸栄養の検討
医療法人社団腎愛会 だてクリニック 栄養科（北海道）栄養士 大里　寿江

P4-4 円背で四肢拘縮の強い患者に栄養ポンプを使用し栄養確立した一例
医療法人社団 土田病院 看護部（北海道）看護師 高野　麻耶

P4-5 糖尿病の胃瘻の方への、豆乳や卵を使った糖質制限療法の試み
我孫子聖仁会病院 外科（千葉県）医師 花ヶ崎和夫
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5. 在宅・チーム医療

座長：吉野　すみ（屋島総合病院 内科）　　　　　　　　　
草間　龍一（社会福祉法人明世会 信愛医療センター）

P5-1 訪問栄養食事指導を開始した、1年目の現状と課題について
社会医療法人慈恵会 聖ヶ丘サテライトクリニック（北海道）栄養士 相馬　梨沙

P5-2 居宅胃瘻造設患者の栄養剤投与状況  そこから見えてきた問題点 
－薬局薬剤師からの視点で－

クローバー薬局 百合が原店（北海道）薬剤師 田牧　直也

P5-3 多職種医療連携の観点から振り返る当院「口腔ケア・嚥下外来」開設後の4年間
高崎総合医療センター 歯科（歯科麻酔）・嚥下機能評価／口腔ケアセンター（群馬県）歯科医師

稲川　元明

P5-4 減圧目的の胃ろう造設術を受けた終末期胃がん患者へのアプローチを振り返って
JA岐阜厚生連 西美濃厚生病院 看護部（岐阜県）看護師 服部　孝子

P5-5 MMSEを指標とした「服薬自己管理」の検討
社会福祉法人東京有隣会 有隣病院 薬剤科（東京都）薬剤師 近藤　幸男

P5-6 在宅IBD患者の生活向上に向けて ～当院におけるIBD教室の活動報告～
国立病院機構 高崎総合医療センターNST IBDチーム（群馬県）栄養士 小川　祐介
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ポスターセッション2 13：10〜13：52

6. PEGの適応、予後2

座長：西山　順博（医療法人 西山医院）
星　　智和（中島病院 外科）　　

P6-1 当院における胃瘻造設患者の生存期間と予後規定因子についての検討
大船中央病院 消化器・IBDセンター（神奈川県）医師 原　真太郎

P6-2 当院における胃瘻の現状
赤穂中央病院 内科（兵庫県）医師 大本　明義

P6-3 PEGによる経腸栄養は高齢者肺炎の予後不良因子か？－経口摂取患者との比較検討－
静和記念病院 内科（北海道）医師 小野　博美

P6-4 PEGENT2017における人工的水分・栄養補給（AHN）に関するアンケート調査
広島共立病院（広島県）医師 Wong Toh Yoon

P6-5 家族の思いを尊重して胃瘻造設を行い、退院後の改善につながった再発性脳梗塞の一例
富山県リハビリテーション病院・こども支援センター 内科（富山県）医師 木倉　敏彦

7. PEGの合併症

座長：有本　之嗣（須波宗斉会病院 院長） 　　　　　
日下部俊朗（医療法人 東札幌病院 消化器内科）

P7-1 経皮内視鏡的胃瘻造設術後3日目に門脈ガス血症および空気塞栓をきたし死亡した1例
医療法人有誠会 手束病院（徳島県）医師 八木　恵子

P7-2 ESDの手技を応用して治療しえたバンパー埋没症候群の一例
札幌医科大学医学部 腫瘍内科（北海道）医師 中村　　元

P7-3 当科におけるPEG造設時誤嚥性肺炎に対する小型気管内チューブの使用経験
帯広第一病院 総合診療科（北海道）医師 朝日　淳仁

P7-4 胃瘻造設前の内視鏡検査後に気腹を認めた一例
札幌しらかば台病院 消化器内科（北海道）医師 見田　裕章

P7-5 Tファスナー型胃壁固定具残存による胃瘻部皮膚の異物反応性炎症性肉芽の1例
札幌禎心会病院 消化器外科（北海道）医師 中村　誠志
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8. PEJ、PEG-J、PTEG

座長：西脇　伸二（JA岐阜厚生連 西美濃厚生病院 内科）
土田　　茂（土田病院 外科）  　　　　　　　　　

P8-1 経皮内視鏡的空腸瘻造設術（DPEJ）の合併症に関する検討
JA岐阜厚生連 西美濃厚生病院 内科（岐阜県）医師 西脇　伸二

P8-2 繰り返す嘔吐に対しPEG-Jで長期管理中、カテーテルによる接触が原因と思われる出血性胃潰瘍
を合併した1例

村上記念病院 看護部（愛媛県）看護師 藤中裕香里

P8-3 空腸投与用レボドパ・カルビドパ水和物配合剤（ディオドーパ®）の治療及びデバイス（PEG-J）
についての検討

JA北海道厚生連 帯広厚生病院 消化器内科（北海道）医師 柳澤　秀之

P8-4 経胃瘻的空腸チューブにより出血性胃潰瘍を認めた一例
伊勢赤十字病院 消化器内科（三重県）医師 大山田　純

P8-5 喉頭がん術後永久気管瘻を有する患者にPTEGを造設した一例
医療法人社団樹人会 北条病院 外科（愛媛県）医師 福本　和生

P8-6 1ルートの食道瘻孔から栄養PTEGと減圧PTEGを併用した1症例
村上記念病院 内科（愛媛県）医師 西野圭一郎

9. 地域連携

座長：津川　信彦（健生五所川原診療所） 　　
島崎　　信（国民健康保険 関ヶ原病院）

P9-1 沼田利根胃瘻地域連携パス導入後の現状調査
利根中央病院（群馬県）看護師 戸丸　悟志

P9-2 胃瘻造設術におけるクリニカルパスの運用を試みて
医療法人社団 土田病院 看護部（北海道）看護師 中野　智子

P9-3 地域における胃瘻管理のための医療・介護連携
協立病院 看護科（山形県）看護師 石向　美香

P9-4 週末の空きベッド有効利用目的の3泊4日胃瘻造設入院
函館五稜郭病院 臨床検査科（北海道）医師 目黒　英二

P9-5 病院機能分化時代におけるNST活動の在り方 －奈良県南和地域の現状から－
五條病院（奈良県）医師 森安　博人

P9-6 PEGチーム医療委員会企画 －過去4年間のPEGワークショップの取り組み－
PEGチーム医療委員会 杉田　尚寛
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10. 摂食嚥下

座長：堀内　　朗（昭和伊南総合病院 内科診療部長 消化器病センター長）
長岡　康裕（時計台記念病院 消化器内科） 　　　　　　　　　　　

P10-1 患者・家族の生きる希望を支える
広島医療生活協同組合 広島共立病院 看護部（広島県）看護師 中尾加代子

P10-2 プロジェクト「R」　第二弾
医療法人 西山医院（滋賀県）医師 西山　順博

P10-3 当院の回復期リハビリテーション病棟における経管栄養患者の現状
広島医療生活協同組合 広島共立病院 看護部（広島県）看護師 中尾加代子

11. 栄養管理2

座長：蟹江　治郎（ふきあげ内科胃腸科クリニック）　　
児玉　佳之（こだま在宅内科緩和ケアクリニック）

P11-1 在宅経腸栄養における半固形化栄養材使用の現状
済生会松阪総合病院 内科（三重県）医師 福家　洋之

P11-2 ラコールNF配合経腸用半固形剤の長期管理による栄養学的所見と微量元素の推移
新潟厚生連 上越総合病院 消化器内科（新潟県）医師 合志　　聡

P11-3 PEGからの経腸栄養の併用によりQOLの維持が可能であった進行食道癌の1例
済生会 松阪総合病院 管理栄養課（三重県）栄養士 松本　由紀

P11-4 慢性期病床における食物繊維高含有流動食によるプレバイオティクス効果の検討
社会福祉法人札幌慈啓会 慈啓会病院（北海道）医師 垣内　英樹

P11-6 胃瘻よりオキシコドン・経管栄養を注入できず難渋していた担癌患者とのかかわり
邑楽館林医療事務組合 館林厚生病院 看護部（群馬県）看護師 栗原　理佳
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