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プログラム

9月24日㊐

札幌コンベンションセンター『中ホール』

開会の辞　　10：00〜

当番世話人：倉 敏郎（町⽴⻑沼病院 院⻑ 内科消化器科）

セッション 1　　10：10〜10：45

『造設手技』

座⻑：大石 英人（国⽴病院機構 村⼭医療センター 外科部⻑）

1-1 当院におけるPTEG造設前評価の工夫
赤間 悠一1,2）、島貫 公義1）、旭 修司1）、渡辺 洋平1）、高野 竜太朗1.2）、天野 穂高1）、内田 英二2）
1） 会津中央病院 外科、2） 日本医科大学付属病院 消化器外科

1-2 PTEG作成時の一工夫
梅村 隆輔1）、川名 憲一1）、森久保 尚美2）、尾崎 杏奈2）、白鳥 航2）、辻川 真太朗2）、小林 貴2）、
他鈴木 雅人2）、高柳 卓矢2）、野上 麻子2）、内山 詩織2）、金沢 憲由2）、関野 雄典2）、永瀬 肇2）
1）横浜労災病院 内視鏡部、2）横浜労災病院 消化器内科

1-3 オーバーチューブ型PTEG造設キットの使用経験
岐部 史郎1,2）、村上 直孝1,2）、日野 東洋1,2）、中山 剛一1,2）、磯邉 太郎2）、青柳 慶史朗2）、
白水 和雄1）、田中 眞紀1）、赤木 由人2）
1）JCHO 久留米総合病院、2）久留米大学 外科学教室

1-4 内視鏡補助下PTEG（EA-PTEG）を試みた4例についての検討
末永 仁1）、末永 大介2）
1）医療法人惇慈会 日立港病院、2）聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 消化器内科

1-5 胃瘻造設時に発見されたMALTリンパ腫に対し内視鏡補助下PTEG（EA-PTEG）の造設
を行った1例
末永 大介1）、末永 仁2）、藤田 耕三3）
1）聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 消化器内科、2）医療法人惇慈会 日立港病院、3）いばらき診療所ひたち
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セッション 2　　10：45〜11：20

『管理と栄養』

座⻑：荒⾦ 英樹（一般社団法人愛生会 愛生会山科病院 消化器外科部⻑）

2-1 一年以上にわたってPTEGにより栄養投与を行った切除不能胃GISTの1例
森谷 勲1）、渡部 秀樹2）、西浦 祐貴1）、菅大 典1）、山中 豊1）、大矢 由美1）、井上 英和1）、
白木 克哉1）、高瀬 幸次郎1）

三重県立総合医療センター　1）消化器内科　2）消化器一般外科

2-2 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－
岩瀬 亮太1）、山内 栄五郎2）、中川 光1）、鈴木 範彦1）、今北 智則1）、筒井 信浩1）、吉田 昌1）、
大平 寛典1）、北島 政樹1）、鈴木 裕1）
1）国際医療福祉大学病院 外科、2）国際医療福祉大学病院 放射線科

2-3 幽門側胃切除後におけるPTEGからの栄養療法に難渋した1例
川村 雄剛1）、須藤 隆次1）、藤城 貴教1）、白山 真司2）

清水赤十字病院　1）消化器内科　2）外科

2-4 瀑状胃に対しPTEG十二指腸内留置が有効であった透析患者の1症例
山口 基1）、伊達 敏行1）、福本 和生2）、高石 義浩2）
1）腎愛会 だてクリニック、2）北条病院 外科

2-5 PTEGを行い、経口摂取可能となった複合型食道裂孔ヘルニアの1例
豊田 澄男1）、瀬川 昴生1,3）、織田 直久2）、菅沼 辰登2）、林 江美子2）

総合青山病院　1）消化器内科　2）内科　3）名誉院長

セッション 3　　11：20〜11：55

『腸管減圧・緩和』

座⻑：野坂 仁愛（独⽴⾏政法⼈労働者健康安全機構 山陰労災病院 副院⻑・外科部⻑）

3-1 強皮症を主体とした混合性結合織病に合併したイレウスに対しての減圧PTEGの1例
西野 圭一郎1）、村上 匡人1）、斉藤 純子2）、一色 美保2）、藤中 祐香里2）

村上記念病院　1）内科　2）看護部

3-2 緩和的PTEGにより診断確定・治療開始が可能となった二次性後腹膜線維症の一例
伊東 竜哉、信岡 隆幸、植木 知身、内山 素伸、吉田 瑛司、秋月 恵美、石井 雅之、西舘 敏彦、
沖田 憲司、竹政 伊知朗
札幌医科大学 消化器・総合、乳腺・内分泌外科

3-3 PEGによる減圧が不十分な例にPTEGが奏功した4例
村上 匡人1,2）、西野 圭一郎1）、岡本 傳男1）、村上 重人1）、森 公介1）、村上 凡平1）、東 瑞智2）、
田邊 聡2）、木田 光広2）、小泉 和三郎2）
1）村上記念病院 内科、2）北里大学病院 消化器内科
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3-4 当院の悪性疾患に対する経皮経食道胃管挿入術（PTEG）の現状
柳澤 秀之
JA北海道厚生連 帯広厚生病院 消化器内科

3-5 PTEGを造設した末期癌の18例の検討 －下部咽頭癌術後にPTEGを造設した症例提示
戸邉 愼一1）、高根沢 富士雄1）、竹内 丙午2）、中山 瞬2）、鹿郷 昌之2）、鈴木 正徳2）
1）社会医療法人博愛会 菅間記念病院 看護部、2）社会医療法人博愛会 菅間記念病院 外科

セッション 4　　12：05〜12：26

『トラブルシューティング』

座⻑：村上 匡人（社会医療法⼈社団更⽣会 村上記念病院 院⻑）

4-1 Ball-valve症候群による胃瘻孔周囲炎/瘻孔閉鎖不全に対してNJT及びPTEGが有用で
あった一例
中村 晴菜、Wong Toh Yoon、久保田 洋平、竹田 麻衣子、西原 一樹
広島医療生活協同組合 広島共立病医院

4-2 自己抜去後再挿入時に瘻孔損傷・縦隔内留置した一例
福本 和生1）、宇都宮 成洋1）、坂本 崇雄1）、高石 義浩1）、村上 公則2）、藤岡 精二2）
1）医療法人社団樹人会 北条病院、2）医療法人清正会 あかりクリニック

4-3 PTEG自己抜去を分析する
高橋 美香子、菅原 真樹
鶴岡協立病院 内科

セッション 5　　12：26〜13：01

『現 況』
座⻑：末永 仁（医療法⼈惇慈会 ⽇⽴港病院 院⻑）

5-1 腹膜透析・PTEG導入患者の看護師の関わり
木浪 千春1）、宮腰 麻矢1）、伊藤 洋輔2）、玉置 透3）
1）医療法人社団 にれの杜クリニック 看護部、2）医療法人社団 にれの杜クリニック 腎臓内科、
3）医療法人社団 にれの杜クリニック 外科

5-2 当院におけるPTEGの現状と造設時の工夫
遠藤 出、後藤 拓朗、守谷 正美、篠永 浩、高原 紗知子、高橋 朋美、福田 絹、合田 佳史、
山地 瑞穂、水田 稔
三豊総合病院 NST

5-3 当院におけるPTEG 10症例の臨床的検討
真崎 茂法1）、西尾 仁2）、河本 俊3）

宮の森記念病院　1）外科・消化器科　2）消化器内科　3）脳神経外科
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5-4 当院におけるPTEGの現況
森本 真輔
医療法人社団汐咲会 井野病院

5-5 大規模急性期病院におけるPTEG造設管理の実際
飯田 優理香、玉森 豊、出口 惣大、櫛山 周平、白井 大介、田嶋 哲三、三浦 光太郎、浦田 順久、
櫻井 克宣、久保 尚士、西口 幸雄
大阪市立総合医療センター 消化器外科

セッション 6　　13：01〜13：30

『普及と啓発』

座⻑：井谷 智尚（地⽅独⽴⾏政法⼈神⼾市⺠病院機構 消化器内科部⻑、内視鏡センター⻑）

6-1 PTEG用に導入したLOGIQ8新型穿刺用コンベックスプローベ（C2-6b-D）の
使用経験と、パンフレットによる近隣施設へのPTEG宣伝活動
島本 和巳1）、大原 真理子1）、吉田 敦2）、境 佐知子2）、西山 順博3）
1）社会医療法人誠光会 草津総合病院 消化器内科、2）社会医療法人誠光会 草津総合病院 看護部、3）西山医院

6-2 日常的なartificial hydration and nutrition（AHN）にPTEGカテーテルによる
経管栄養を用いた胃全摘術後の1例
鷲澤 尚宏1）、土屋 勝2）、牛込 充則2）、大嶋 陽幸2）、酒井 正人2）、久保田 伊哉2）、古橋 龍彦1）、
渡邊 正志1）
1）東邦大学医学部 臨床支援室、2）東邦大学医療センター大森病院 一般消化器外科

6-3 知識普及と地域連携があれば、PTEG管理のハードルは下げられる
星 智和1,2）、佐藤 巴絵2）、山田 晋2）、鈴木 拓哉2）、伊藤 薫子2）、大澤 史明2）、森 仁美2）、
石川 翔太郎2）、福田 知美2）、杉田 樹音2）

医療法人 中島病院　1）外科　2）NST

6-4 当科において栄養管理目的で施行したPTEG例の臨床成績 ～啓発も含めて
長濱 正吉、鹿川 大二郎、高宮城 陽栄、知花 朝史、上江洌 一平、知念 順樹、金城 泉、宮里 浩、
友利 寛文
那覇市立病院 外科
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シンポジウム　　13：50〜15：15

座⻑：高橋美香子（鶴岡協⽴病院 副院⻑）
土田  茂（土田病院 院⻑）   

S-1 130cmRFBカテーテルによるone step post pylorus留置法と従来法との比較検討 
－患者に利益をもたらしたか－
桂 長門
宮津武田病院 外科

S-2 PTEGの普及を阻害する医療者側の要因について
福本 和生1）、高石 義浩1）、島津 栄一2）、山口 基3）、伊達 敏行3）
1）医療法人社団樹人会 北条病院、2）医療法人島津会 幡多病院、3）医療法人社団腎愛会 だてクリニック

S-3 総合診療科におけるPTEG造設について ～非専門医への手技教育～
酒井 俊、井本 整、今井 貴史、鬼柳 尚、朝日 淳仁
公益財団法人北海道医療団 帯広第一病院 総合診療科

S-4 経管栄養目的のPEG造設困例への対応
村山 実1,2）、村上 聡子1）、中島 修1）、山崎 勝男1）、小泉 和雄1）、宮澤 美季2）、山口 健太郎2）、
横溝 肇2）、塩澤 俊一2）、吉松 和彦2）、島川 武2）、勝部 隆男2）、成高 義彦2）
1）いずみ記念病院 外科、2）東京女子医科大学東医療センター 外科

S-5 地域でPTEG患者をケアするための取り組み
山本 祐二
つくばセントラル病院 救急診療科

S-6 上部消化管狭窄におけるPTEG & W-ED tubeの有用性とPTEGを支える地域連携
荒金 英樹、堀江 秀樹、山田 圭子、仁田 美由希、山本 佳奈子、小原 史織、樋口 眞宏、西村 豊
愛生会山科病院 NST、みやこ薬局

S-7 連携室から動かし始める地域PTEGケア
岡田 希世1）、小西 なぎさ1）、磯野 靖子1）、小原 睦美2）、石丸 久美子2）、竹田 喜久恵2）、
福本 和生3）、高石 義浩3）
1）医療法人社団樹人会 北条病院 医療連携室、2）医療法人社団樹人会 北条病院 看護部、
3）医療法人社団樹人会 北条病院 外科

S-8 地域へのPTEG定着を目指して
中村 光成、高森 豊子
医療法人成風舎 西原クリニック

閉会の辞　　15：15〜

当番世話人：倉  敏郎（町⽴⻑沼病院 院⻑ 内科消化器科）      

次回世話人：赤木 由人（久留⽶⼤学医学部医学科 外科学講座 主任教授）


