九州 PEG サミット in 阿蘇
謹啓
時下、皆様方におかれましては、益々御健勝の事とお慶び申し上げます。
栄養管理の有力な手段として PEG が開発されて 30 余年が過ぎた現在、PEG が有する事
柄は多岐にわたり複雑化してまいりました。適応、造設、交換、嚥下、栄養、在宅、地域連
携など、日進月歩の様々な課題を有し、かかわる職種も多く、日々の情報収集と学習が不
可欠なものとなっております。
昨今、各種学会、PEG・在宅医療研究会、ペグドクターズネットワークの活動のみならず、
各地で PEG 関連の研究会や勉強会が開催されています。ただし、PEG にまつわる様々な
技術・手技を実際に体験する実技セミナーの類は、寡聞にして稀であるように思われます。
この度、熊本の阿蘇において、「九州 PEG サミット in 阿蘇」なるセミナー合宿を企画いたし
ました。実技セミナーを通して生きた知識とテクニックを習得し、九州のみならず全国各地の
先生方と情報交換し親睦を深めることで、地域連携の輪を大きく拡げる試みです。
本会の運営に当たりましては、北野正剛先生、明石隆吉先生のご指導ご鞭撻の下、世
話人一同万全を期する覚悟でございます。
皆様方には、ぜひとも本趣旨にご理解を賜り、本会が活発で意義のあるものになります
よう、ご支援ご協力の程、何卒よろしくお願い申し上げます。
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九州 PEG サミット in 阿蘇 開催要項
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（定
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PEG の実技セミナーを合宿形式で実施する。
知識・技術の向上を図るとともに、全国の PEG に携わる先生方との親睦を深め
地域連携の強化を図る。
所） 天然温泉宿泊保養施設（日赤研修センター）「アソシエート」
熊本県阿蘇郡 南阿蘇村河陽 4369 TEL 0967-63-4511
http://we.magma.jp/~asociate/
時） 2011 年 7 月 30 日、31 日
象） 医師、歯科医師、薬剤師、看護師、栄養士、言語聴覚士、コメディカル全般
員） アソシエートの宿泊定員は最大（相部屋） 102 名
講師陣・世話人スタッフ（計 32 名前後）は全員宿泊が原則
一般参加者は
A：アソシエート宿泊受講 70 名
B：日帰り受講（近隣施設に宿泊を含む） 20 名
とする。
師）（50 音順）
有本 之嗣先生（広島）、犬飼 道雄先生（香川）、上野 文昭先生（神奈川）、
小川 滋彦先生(金沢)、梶西 ミチコ先生（福岡）、蟹江 治郎先生(愛知)、
倉 敏郎先生(北海道)、倉田 なおみ先生(東京)、嶋尾 仁先生（栃木）、
鈴木 裕先生(栃木)、高橋 美香子先生(山形)、西口 幸雄先生(大阪)、
久田 裕史先生（福岡）久野 千津子先生（福岡）、前田 啓一先生（宮崎）、
吉田 貞夫先生（沖縄）、笠 健児朗先生（福岡）

（顧 問） 北野 正剛先生（大分）、明石 隆吉先生（熊本）
（世話人） 城本 和明（熊本）、松本 敏文（大分）、伊東 徹（鹿児島）が分担する。
それ以外に、各県 4 人計 12 人でバックアップメンバーを形成する。
（監 事） 今里 真(大分)
（事務局） 実行委員会として事務局を城本胃腸科内科クリニック（責任者：城本）に置く。
（後 援） PEG・在宅医療研究会、PEG ドクターズネットワーク、簡易懸濁法研究会
熊本県医師会、大分県医師会、姶良郡薬剤師会、鹿児島県病院薬剤師会
熊本県看護協会
（展示協力） メディコン、ボストンサイエンティフィックジャパン 、日本シャ－ウッド、オリンパス
ペンタックス、ニプロ、テルモ、クリエートメディック、富士システムズ
キンバリークラーク・ヘルスケア・インク
（プログラム）別紙参照

九州 PEG サミット in 阿蘇
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0700～0820
0830～1345
1400
～1500

プログラム

受付、チェックイン、部屋割りなど（1Fロビー）
オリエンテーション（2F大会議室）
イブニングセミナー（記念講演）（2F大会議室）
①上野 文昭先生 「30分でわかるPEGの30年」
②嶋尾 仁先生 「PEG・在宅医療研究会の活動からPEGの適応を考える」
③鈴木 裕先生 「日本におけるＰＥＧの位置づけ」、
夕食（1F 食堂）
ナイトセミナー（ディスカッション、懇親会）（2F 大広間）
朝食（1F食堂）
実技セミナー（休憩、チェックアウト、昼食含む）（2F大会議室）
解散
撤収

【受講スタイル】
＊受講者を８グループに分ける。１グループ１１～１２人で構成。
＊全国からの講師と九州内の講師がひとりずつリーダー、サブリーダーとして付き、
グループを引率する。
＊下記の A～H セクションを順にラウンドする。
＊各セクションには世話人とメーカー要員の数名が付きバックアップする。
【セクションの種類】
A： 栄養アセスメント ３０分
B： 栄養半固形化 ３０分
C： 嚥下（ベッドサイド評価） ３０分
D： 嚥下内視鏡 ３０分
E： 造設・胃壁固定 ３０分
F： 交換（スカイブルー法、瘻孔内視鏡） ３０分
G： スキンケア ３０分
H： 薬剤簡易懸濁法 ３０分
（熊本県担当ABCD、大分県担当EF、鹿児島県担当GH）
【メーカー展示】
小会議室、特別会議室に常設する（場合によっては中広間も使用可）。
【世話人詰所】
中広間を連絡室として使用する。

九州 PEG サミット in 阿蘇 一般受講募集要項
１．募集人数は９０名です。
（内訳） Aコース： アソシエート宿泊受講 定員７０名
Bコース： 日帰受講（または近隣施設に宿泊も可） 定員２０名
２．受講要領
A： アソシエート宿泊者は３０日、３１日のすべてのプログラムに参加します。
食事（３０日夕食、３１日朝食および昼食）はすべて付きます。
B： 日帰受講者は、３０日のイブニングセミナーと３１日の実技セミナーが受講できます。
３０日の夕食は付きません。３１日の朝食は付きません。３１日昼食は付きます。
なお、３０日のナイトセミナー（懇親会）は原則受講できません。ご了承ください。
３．費 用
A： アソシエート宿泊受講 16,000円
講習代、一泊二日２食付宿泊代、31日昼食代等すべて込です。
B： 日帰受講 6,000円
講習代、31日昼食代込です。
４． 募集期間、締切りおよび結果発表
・ 募集期間は、６月１日から７月２０日（最終締切り）です。
・ 期間外の受け付けはいたしません。ファックスでのみ受け付けます。
・ 結果ははがき郵送にてお知らせします。
・ 定員に達しましたら締め切りとさせていただきます。
・ 応募多数の場合、抽選となります。ご了承ください。
５． 注意事項
・ アソシエートでの宿泊はすべて相部屋です。個室はご用意できません。ご容赦ください。
・ 宿泊、日帰どちらの方も、館内での天然温泉入浴が可能です。
・ 近隣施設に宿泊される方は、各自で手配をお願いします。近隣の「阿蘇」「菊陽」「大
津」地区には、比較的多数の施設がありますのでお調べ下さい。
６． アクセス等参考資料
アソシエート http://we.magma.jp/~asociate/
熊本空港アクセス http://www.kmj-ab.co.jp/access.html
熊本空港時刻表 http://www.kmj-ab.co.jp/flight201104.html
九州新幹線 http://timetable.ekitan.com/shinkansen/time_table/0009010_1.shtml

九州 PEG サミット in 阿蘇参加申込書（延長分）
★ご希望のプログラムを選び
下記○印を鮮明に塗りつぶしてご送信下さい。
FAX

096-362-0326

・募集期間は、７月２０日（最終締切り）です。
・ファックスでのみ受け付けます。
・結果は随時、はがき郵送にてお知らせします。
・定員になり次第締め切ります。ご了承下さい。

【希望プログラム】
○A コース [宿泊受講] 16,000 円
○B コース [日帰受講]

6,000 円

○B1 [３０日イブニングセミナー＆３１日実技セミナー受講]
○B2 [３１日実技セミナーのみ受講]
・A コース応募多数の場合、B コースへの振替希望
○なし
○あり ⇒ （ B1 ・ B2 ）
【氏 名】 （漢 字）

（ 男 ・ 女 ）

（よみかな）

【職 種】
【連絡先住所】
〒
【連絡先電話番号】
【通信欄】
【問い合わせ先】
九州 PEG サミット in 阿蘇 実行委員会 城本和明
城本（じょうもと）胃腸科内科クリニック
〒862- 0976 熊本市九品寺５－８－９
TEL 096-362-0322 FAX 096-362-0326

