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プログラム

会場名
第１会場
(ヒマワリ)

第２会場
(ダリア１)

第３会場
(ダリア２)

教育セミナー会場
(会議運営事務室)

フロア 地下2階 地下2階 地下2階 地下1階

開会挨拶

閉会挨拶

17:30～19:00

第3回教育セミナー/資格試験

9:00～10:00

PEG造設の新しい工夫・手技1
(1～8)

座長: 山口 浩和 / 西口 幸雄

12:00～12:50
『胃瘻造設の歴史からみた鮒田式胃壁

固定具の意義』
演者 : 宇野 良治 ・ 鮒田 昌貴

座長 : 津川 信彦

クリエートメディック株式会社

12:00～12:50
『造設施設に求められるPEGの適応判
断とは？～「PEGにして良かった」の一

言をいただくために…～』
演者 : 伊藤 明彦  座長 : 井上 善文

ニプロ株式会社
ニュートリー株式会社

9:00～9:19
患者さん・利用者さんの実態アンケート報告

（38～39)

9:20～10:29

チーム医療 クリニカルパス 地域連携
(40～48)

座長 : 松本 昌美 / 松原 康美

11:10-11:50

施設代表者会議

13:20～13:49
PTEGに関するアンケート・胃壁腹壁固

定に関する全国アンケート報告
(17～18)

13:00～13:20
会長挨拶

事務局報告

13:20～15:28

パネルディスカッション
PEGの適応とタイミング

PEG=延命治療？

座長 : 上野 文昭 / 北川 泰久
特別発言 : 比企 能樹

15:30～17:00

ワークショップ
PEGチーム医療における各職種からの

提言
真に役立つPEG・栄養療法を目指して

座長 : 小川 滋彦 / 嶋尾 仁
特別発言 : 鈴木 博昭

13:50-15:26

PEG造設及び合併症/対策案
(19～31)

座長 : 徳毛 宏則 / 松本 敏文

15:30-16:10
PEGチューブ交換 漏孔 管理

(32～37)

座長 : 鈴木 裕 / 小山 茂樹

13:50～14:51

PTEG
(49～56)

座長 : 大石 英人 / 鷲澤 尚宏

14:53～16:15

栄養・栄養剤・摂食嚥下 症例関連
(57～67)

座長 : 櫻井 洋一 / 合田 文則

第１７回PEG・在宅医療研究会学術集会

＜　プ ロ グ ラ ム　＞

９月１５日（土）

9:00～10:28

シンポジウムⅠ
PEGのインフォームドコンセント

現状と問題点

座長 : 小原 勝敏 / 山下 裕一
特別発言 : 曽和 融生

12:00～12:50
『「液体栄養法」VS「半固形化栄養法」

－比較臨床試験からみえるもの-』
演者 : 村松 博士　座長 : 清水 敦哉

株式会社大塚製薬工場
イーエヌ大塚製薬株式会社

10:30～11:50

シンポジウムⅡ
長期のPEGと栄養療法

座長 : 倉 敏郎 / 高橋 美香子
特別発言 : 馬場 忠雄

10:01～11:01

PEG造設の新しい工夫・手技2
(9～16)

座長: 前川 隆文 / 永井 祐吾

9:00

11:00

12:00

13:00

14:00
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16:00

10:00

18:00

19:00
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プログラムおよび司会・座長

会
場 セッション プログラム

No. 時間 司会・特別発言

第
１
会
場

シンポジウム I
PEGのインフォームドコンセント
現状と問題点

S1-1～S1-9 ９：00～10：28
特別発言

小原　勝敏（福島県立医科大学附属病院）
山下　裕一（福岡大学）
曽和　融生（大阪掖済会病院）

シンポジウムⅡ
長期の PEGと栄養療法 S2-1～S2-8 10：30～11：50

特別発言

倉　　敏郎（町立長沼病院）
高橋美香子（鶴岡協立病院）
馬場　忠雄（滋賀医科大学）

ランチョンセミナー 1
共催：株式会社大塚製薬
　　　イーエヌ大塚製薬株式会社

12：00～12：50 清水　敦哉（済生会松阪総合病院　内科部長）

パネルディスカッション
PEGの適応とタイミング
PEG=延命治療？

P1～P10 13：20～15：28
特別発言

上野　文昭（大船中央病院）
北川　泰久（東海大学医学部付属八王子病院）
比企　能樹（北里大学）

ワークショップ
チーム医療における各職種からの提言
真に役立つ PEG・栄養療法を目指して

W1～W7 15：30～17：00
特別発言

小川　滋彦（小川医院）
嶋尾　　仁（国際医療福祉大学塩谷病院）
鈴木　博昭（東京慈恵会医科大学）

第
２
会
場

口演

PEG造設の新しい工夫・手技 1 1～8 ９：00～10：00 山口　浩和（公立昭和病院）
西口　幸雄（大阪市立総合医療センター）

PEG造設の新しい工夫・手技 2 9～16 10：01～11：01 前川　隆文（福岡大学筑紫病院）
永井　祐吾（泉大津市立病院）

ランチョンセミナー 2
共催：クリエートメディック株式会社 12：00～12：50 津川　信彦（健生五所川原診療所　所長）

口演

PTEGに関するアンケート
・胃壁腹壁固定に関する全国アンケート
報告

17～18 13：20～13：49
徳毛　宏則（JA広島総合病院）
松本　敏文（国立病院機構別府医療センター）

PEG造設及び合併症 /対策案 19～31 13：50～15：26

PEG チューブ交換　漏孔　管理 32～37 15：30～16：10 鈴木　　裕（国際医療福祉大学病院）
小山　茂樹（草津総合病院）

第
３
会
場

口演

患者さん・利用者さんの実態
アンケート報告 38～39 ９：00～９：19

松本　昌美（奈良県立五條病院）
松原　康美（北里大学病院）

チーム医療　クリニカルパス　地域連携 40～48 ９：20～10：29

ランチョンセミナー 3
共催：ニプロ株式会社
　　　ニュートリー株式会社　　　

井上　善文（医療法人	川崎病院	外科総括部長）

口演

PTEG 49～56 13：50～14：51 大石　英人（東京女子医科大学八千代医療センター）
鷲澤　尚宏（東邦大学医療センター大森病院）

栄養・栄養剤・摂食嚥下　症例関連 57～67 14：53～16：15 櫻井　洋一（藤田保健衛生大学）
合田　文則（香川大学医学部附属病院）


