
経皮内視鏡的胃瘻造設術経皮内視鏡的胃瘻造設術経皮内視鏡的胃瘻造設術経皮内視鏡的胃瘻造設術３８４３８４３８４３８４名名名名のののの施行経験施行経験施行経験施行経験経皮内視鏡的胃瘻造設術経皮内視鏡的胃瘻造設術経皮内視鏡的胃瘻造設術経皮内視鏡的胃瘻造設術３８４３８４３８４３８４名名名名のののの施行経験施行経験施行経験施行経験

ーーーー在宅管理在宅管理在宅管理在宅管理におけるにおけるにおけるにおける有用性有用性有用性有用性とととと、、、、問題問題問題問題となるとなるとなるとなる慢性期合併症慢性期合併症慢性期合併症慢性期合併症のののの検討検討検討検討ーーーーーーーー在宅管理在宅管理在宅管理在宅管理におけるにおけるにおけるにおける有用性有用性有用性有用性とととと、、、、問題問題問題問題となるとなるとなるとなる慢性期合併症慢性期合併症慢性期合併症慢性期合併症のののの検討検討検討検討ーーーー
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内視鏡的胃瘻造設術施行症例内視鏡的胃瘻造設術施行症例内視鏡的胃瘻造設術施行症例内視鏡的胃瘻造設術施行症例でのでのでのでの内視鏡的胃瘻造設術施行症例内視鏡的胃瘻造設術施行症例内視鏡的胃瘻造設術施行症例内視鏡的胃瘻造設術施行症例でのでのでのでの

在宅管理在宅管理在宅管理在宅管理におけるにおけるにおけるにおける有用性有用性有用性有用性とととと、、、、在宅管理在宅管理在宅管理在宅管理におけるにおけるにおけるにおける有用性有用性有用性有用性とととと、、、、

問題問題問題問題となるとなるとなるとなる慢性期合併症慢性期合併症慢性期合併症慢性期合併症のののの検討検討検討検討問題問題問題問題となるとなるとなるとなる慢性期合併症慢性期合併症慢性期合併症慢性期合併症のののの検討検討検討検討



対象対象対象対象とととと方法方法方法方法対象対象対象対象とととと方法方法方法方法

対対対対対対対対 象象象象象象象象

経腸栄養投与経腸栄養投与経腸栄養投与経腸栄養投与またはまたはまたはまたは腸管内減圧腸管内減圧腸管内減圧腸管内減圧をををを必要必要必要必要とするとするとするとする症例症例症例症例経腸栄養投与経腸栄養投与経腸栄養投与経腸栄養投与またはまたはまたはまたは腸管内減圧腸管内減圧腸管内減圧腸管内減圧をををを必要必要必要必要とするとするとするとする症例症例症例症例

症例数症例数症例数症例数症例数症例数症例数症例数

384384384384384384384384名名名名（（（（男男男男名名名名（（（（男男男男153153153153153153153153名名名名：：：：女女女女名名名名：：：：女女女女281281281281281281281281名名名名））））名名名名）））） 平均年齢平均年齢平均年齢平均年齢平均年齢平均年齢平均年齢平均年齢77.477.477.477.477.477.477.477.4才才才才才才才才

内内内内内内内内 施行可能症例施行可能症例施行可能症例施行可能症例施行可能症例施行可能症例施行可能症例施行可能症例 378378378378378378378378名名名名（（（（男男男男名名名名（（（（男男男男148148148148148148148148名名名名：：：：女女女女名名名名：：：：女女女女229229229229229229229229名名名名））））名名名名））））

基礎疾患基礎疾患基礎疾患基礎疾患基礎疾患基礎疾患基礎疾患基礎疾患
脳梗塞後遺症脳梗塞後遺症脳梗塞後遺症脳梗塞後遺症脳梗塞後遺症脳梗塞後遺症脳梗塞後遺症脳梗塞後遺症

痴痴痴痴痴痴痴痴 呆呆呆呆呆呆呆呆

脳出血後遺症脳出血後遺症脳出血後遺症脳出血後遺症脳出血後遺症脳出血後遺症脳出血後遺症脳出血後遺症

腹部悪性腫瘍腹部悪性腫瘍腹部悪性腫瘍腹部悪性腫瘍腹部悪性腫瘍腹部悪性腫瘍腹部悪性腫瘍腹部悪性腫瘍

クモクモクモクモ膜下出血膜下出血膜下出血膜下出血クモクモクモクモ膜下出血膜下出血膜下出血膜下出血

ﾊﾊﾊﾊﾟ゚゚゚ｰｷﾝｿﾝｰｷﾝｿﾝｰｷﾝｿﾝｰｷﾝｿﾝ症候群症候群症候群症候群ﾊﾊﾊﾊﾟ゚゚゚ｰｷﾝｿﾝｰｷﾝｿﾝｰｷﾝｿﾝｰｷﾝｿﾝ症候群症候群症候群症候群

ＡＬＳＡＬＳＡＬＳＡＬＳＡＬＳＡＬＳＡＬＳＡＬＳ

脳挫傷後遺症脳挫傷後遺症脳挫傷後遺症脳挫傷後遺症脳挫傷後遺症脳挫傷後遺症脳挫傷後遺症脳挫傷後遺症

無酸素脳症無酸素脳症無酸素脳症無酸素脳症無酸素脳症無酸素脳症無酸素脳症無酸素脳症

脳炎後遺症脳炎後遺症脳炎後遺症脳炎後遺症脳炎後遺症脳炎後遺症脳炎後遺症脳炎後遺症

脳腫瘍脳腫瘍脳腫瘍脳腫瘍脳腫瘍脳腫瘍脳腫瘍脳腫瘍

脊髄小脳変性症脊髄小脳変性症脊髄小脳変性症脊髄小脳変性症脊髄小脳変性症脊髄小脳変性症脊髄小脳変性症脊髄小脳変性症

脊髄損傷脊髄損傷脊髄損傷脊髄損傷脊髄損傷脊髄損傷脊髄損傷脊髄損傷

進行性核上性麻痺進行性核上性麻痺進行性核上性麻痺進行性核上性麻痺進行性核上性麻痺進行性核上性麻痺進行性核上性麻痺進行性核上性麻痺

髄膜炎後遺症髄膜炎後遺症髄膜炎後遺症髄膜炎後遺症髄膜炎後遺症髄膜炎後遺症髄膜炎後遺症髄膜炎後遺症

脳性小児麻痺脳性小児麻痺脳性小児麻痺脳性小児麻痺脳性小児麻痺脳性小児麻痺脳性小児麻痺脳性小児麻痺

慢性関節慢性関節慢性関節慢性関節リュウマチリュウマチリュウマチリュウマチ慢性関節慢性関節慢性関節慢性関節リュウマチリュウマチリュウマチリュウマチ

癒着性癒着性癒着性癒着性イレウスイレウスイレウスイレウス癒着性癒着性癒着性癒着性イレウスイレウスイレウスイレウス
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３３３３名名名名３３３３名名名名
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合合合合合合合合 併併併併併併併併 症症症症症症症症
急性期合併症急性期合併症急性期合併症急性期合併症急性期合併症急性期合併症急性期合併症急性期合併症

・・・・瘻孔完成前瘻孔完成前瘻孔完成前瘻孔完成前にににに発生発生発生発生（（（（術後約術後約術後約術後約３３３３週間以内週間以内週間以内週間以内））））・・・・瘻孔完成前瘻孔完成前瘻孔完成前瘻孔完成前にににに発生発生発生発生（（（（術後約術後約術後約術後約３３３３週間以内週間以内週間以内週間以内））））

・・・・感染感染感染感染をををを伴伴伴伴うものとうものとうものとうものと伴伴伴伴わないものがあるわないものがあるわないものがあるわないものがある・・・・感染感染感染感染をををを伴伴伴伴うものとうものとうものとうものと伴伴伴伴わないものがあるわないものがあるわないものがあるわないものがある

慢性期合併症慢性期合併症慢性期合併症慢性期合併症慢性期合併症慢性期合併症慢性期合併症慢性期合併症

・・・・瘻孔完成後瘻孔完成後瘻孔完成後瘻孔完成後にににに発生発生発生発生（（（（術後約術後約術後約術後約３３３３週間以後週間以後週間以後週間以後））））・・・・瘻孔完成後瘻孔完成後瘻孔完成後瘻孔完成後にににに発生発生発生発生（（（（術後約術後約術後約術後約３３３３週間以後週間以後週間以後週間以後））））

・・・・主主主主にににに在宅管理在宅管理在宅管理在宅管理でみられるでみられるでみられるでみられる・・・・主主主主にににに在宅管理在宅管理在宅管理在宅管理でみられるでみられるでみられるでみられる



急性期合併症急性期合併症急性期合併症急性期合併症とととと慢性期合併症慢性期合併症慢性期合併症慢性期合併症急性期合併症急性期合併症急性期合併症急性期合併症とととと慢性期合併症慢性期合併症慢性期合併症慢性期合併症

急性期合併症急性期合併症急性期合併症急性期合併症急性期合併症急性期合併症急性期合併症急性期合併症 慢性期合併症慢性期合併症慢性期合併症慢性期合併症慢性期合併症慢性期合併症慢性期合併症慢性期合併症

感染性感染性感染性感染性感染性感染性感染性感染性 非感染性非感染性非感染性非感染性非感染性非感染性非感染性非感染性
・・・・・・・・嘔吐回数嘔吐回数嘔吐回数嘔吐回数のののの増加増加増加増加嘔吐回数嘔吐回数嘔吐回数嘔吐回数のののの増加増加増加増加

・・・・再挿入不能再挿入不能再挿入不能再挿入不能・・・・再挿入不能再挿入不能再挿入不能再挿入不能

・・・・胃潰瘍胃潰瘍胃潰瘍胃潰瘍・・・・胃潰瘍胃潰瘍胃潰瘍胃潰瘍

・・・・栄養剤栄養剤栄養剤栄養剤リークリークリークリーク・・・・栄養剤栄養剤栄養剤栄養剤リークリークリークリーク

・・・・バンパーバンパーバンパーバンパー埋没症候群埋没症候群埋没症候群埋没症候群・・・・バンパーバンパーバンパーバンパー埋没症候群埋没症候群埋没症候群埋没症候群

・・・・チューブチューブチューブチューブ閉塞閉塞閉塞閉塞・・・・チューブチューブチューブチューブ閉塞閉塞閉塞閉塞

・・・・創部感染症創部感染症創部感染症創部感染症・・・・創部感染症創部感染症創部感染症創部感染症

・・・・呼吸器感染症呼吸器感染症呼吸器感染症呼吸器感染症・・・・呼吸器感染症呼吸器感染症呼吸器感染症呼吸器感染症

・・・・汎発性腹膜炎汎発性腹膜炎汎発性腹膜炎汎発性腹膜炎・・・・汎発性腹膜炎汎発性腹膜炎汎発性腹膜炎汎発性腹膜炎

・・・・限局性腹膜炎限局性腹膜炎限局性腹膜炎限局性腹膜炎・・・・限局性腹膜炎限局性腹膜炎限局性腹膜炎限局性腹膜炎

・・・・敗血症敗血症敗血症敗血症・・・・敗血症敗血症敗血症敗血症

・・・・壊死性筋膜炎壊死性筋膜炎壊死性筋膜炎壊死性筋膜炎・・・・壊死性筋膜炎壊死性筋膜炎壊死性筋膜炎壊死性筋膜炎

・・・・・・・・出出出出出出出出 血血血血血血血血

・・・・再挿入不能再挿入不能再挿入不能再挿入不能・・・・再挿入不能再挿入不能再挿入不能再挿入不能

・・・・ﾊﾊﾊﾊﾞ゙゙゙ﾙｰﾝﾊﾙｰﾝﾊﾙｰﾝﾊﾙｰﾝﾊﾞ゙゙゙ｰｽﾄｰｽﾄｰｽﾄｰｽﾄ・・・・ﾊﾊﾊﾊﾞ゙゙゙ﾙｰﾝﾊﾙｰﾝﾊﾙｰﾝﾊﾙｰﾝﾊﾞ゙゙゙ｰｽﾄｰｽﾄｰｽﾄｰｽﾄ

・・・・皮下気腫皮下気腫皮下気腫皮下気腫・・・・皮下気腫皮下気腫皮下気腫皮下気腫

・・・・胃潰瘍胃潰瘍胃潰瘍胃潰瘍・・・・胃潰瘍胃潰瘍胃潰瘍胃潰瘍

・・・・チューブチューブチューブチューブ閉塞閉塞閉塞閉塞・・・・チューブチューブチューブチューブ閉塞閉塞閉塞閉塞

・・・・術後急性胃拡張術後急性胃拡張術後急性胃拡張術後急性胃拡張・・・・術後急性胃拡張術後急性胃拡張術後急性胃拡張術後急性胃拡張



慢性期合併症慢性期合併症慢性期合併症慢性期合併症のののの頻度頻度頻度頻度慢性期合併症慢性期合併症慢性期合併症慢性期合併症のののの頻度頻度頻度頻度 ((((((((n=378)n=378)n=378)n=378)n=378)n=378)n=378)n=378)

・・・・・・・・チューブチューブチューブチューブ再挿入不能再挿入不能再挿入不能再挿入不能チューブチューブチューブチューブ再挿入不能再挿入不能再挿入不能再挿入不能

・・・・嘔吐回数嘔吐回数嘔吐回数嘔吐回数のののの増加増加増加増加・・・・嘔吐回数嘔吐回数嘔吐回数嘔吐回数のののの増加増加増加増加

・・・・栄養剤栄養剤栄養剤栄養剤リークリークリークリーク・・・・栄養剤栄養剤栄養剤栄養剤リークリークリークリーク

・・・・胃潰瘍胃潰瘍胃潰瘍胃潰瘍・・・・胃潰瘍胃潰瘍胃潰瘍胃潰瘍

・・・・チューブチューブチューブチューブ誤挿入誤挿入誤挿入誤挿入・・・・チューブチューブチューブチューブ誤挿入誤挿入誤挿入誤挿入

・・・・バンパーバンパーバンパーバンパー埋没症候群埋没症候群埋没症候群埋没症候群・・・・バンパーバンパーバンパーバンパー埋没症候群埋没症候群埋没症候群埋没症候群

・・・・ﾊﾊﾊﾊﾞ゙゙゙ﾙｰﾝﾙｰﾝﾙｰﾝﾙｰﾝによるによるによるによる幽門狭窄幽門狭窄幽門狭窄幽門狭窄・・・・ﾊﾊﾊﾊﾞ゙゙゙ﾙｰﾝﾙｰﾝﾙｰﾝﾙｰﾝによるによるによるによる幽門狭窄幽門狭窄幽門狭窄幽門狭窄

1212121212121212名名名名名名名名

1111111111111111名名名名名名名名

８８８８名名名名８８８８名名名名

７７７７名名名名７７７７名名名名

４４４４名名名名４４４４名名名名

２２２２名名名名２２２２名名名名

１１１１名名名名１１１１名名名名

(26.7%)(26.7%)(26.7%)(26.7%)(26.7%)(26.7%)(26.7%)(26.7%)

(24.4%)(24.4%)(24.4%)(24.4%)(24.4%)(24.4%)(24.4%)(24.4%)

(17.8%)(17.8%)(17.8%)(17.8%)(17.8%)(17.8%)(17.8%)(17.8%)

(15.6%)(15.6%)(15.6%)(15.6%)(15.6%)(15.6%)(15.6%)(15.6%)

(8.9%)(8.9%)(8.9%)(8.9%)(8.9%)(8.9%)(8.9%)(8.9%)

(4.4%)(4.4%)(4.4%)(4.4%)(4.4%)(4.4%)(4.4%)(4.4%)

(2.2%)(2.2%)(2.2%)(2.2%)(2.2%)(2.2%)(2.2%)(2.2%)

合合合合合合合合 計計計計計計計計 4545454545454545名名名名名名名名 (100%)(100%)(100%)(100%)(100%)(100%)(100%)(100%)



慢性期合併症慢性期合併症慢性期合併症慢性期合併症によりによりによりにより状態状態状態状態がががが急変急変急変急変したしたしたした症例症例症例症例慢性期合併症慢性期合併症慢性期合併症慢性期合併症によりによりによりにより状態状態状態状態がががが急変急変急変急変したしたしたした症例症例症例症例

急性汎発性腹膜炎急性汎発性腹膜炎急性汎発性腹膜炎急性汎発性腹膜炎急性汎発性腹膜炎急性汎発性腹膜炎急性汎発性腹膜炎急性汎発性腹膜炎 ２２２２名名名名２２２２名名名名

チューブチューブチューブチューブ誤挿入誤挿入誤挿入誤挿入によりによりによりにより、、、、チューブチューブチューブチューブ先端先端先端先端がががが腹腔内腹腔内腹腔内腹腔内ににににチューブチューブチューブチューブ誤挿入誤挿入誤挿入誤挿入によりによりによりにより、、、、チューブチューブチューブチューブ先端先端先端先端がががが腹腔内腹腔内腹腔内腹腔内にににに

留置留置留置留置されされされされ急性汎発性腹膜炎急性汎発性腹膜炎急性汎発性腹膜炎急性汎発性腹膜炎をををを来来来来したしたしたした症例症例症例症例。。。。留置留置留置留置されされされされ急性汎発性腹膜炎急性汎発性腹膜炎急性汎発性腹膜炎急性汎発性腹膜炎をををを来来来来したしたしたした症例症例症例症例。。。。

何何何何れのれのれのれの症例症例症例症例もももも緊急手術緊急手術緊急手術緊急手術となったとなったとなったとなった。。。。何何何何れのれのれのれの症例症例症例症例もももも緊急手術緊急手術緊急手術緊急手術となったとなったとなったとなった。。。。

出血性胃潰瘍出血性胃潰瘍出血性胃潰瘍出血性胃潰瘍出血性胃潰瘍出血性胃潰瘍出血性胃潰瘍出血性胃潰瘍 １１１１名名名名１１１１名名名名

胃瘻胃瘻胃瘻胃瘻チューブチューブチューブチューブのののの先端先端先端先端がががが胃後壁胃後壁胃後壁胃後壁へへへへ接触接触接触接触することにすることにすることにすることに胃瘻胃瘻胃瘻胃瘻チューブチューブチューブチューブのののの先端先端先端先端がががが胃後壁胃後壁胃後壁胃後壁へへへへ接触接触接触接触することにすることにすることにすることに

よりよりよりより胃潰瘍胃潰瘍胃潰瘍胃潰瘍をををを発生発生発生発生。。。。同部同部同部同部からのからのからのからの出血出血出血出血によりによりによりにより、、、、高度高度高度高度ののののよりよりよりより胃潰瘍胃潰瘍胃潰瘍胃潰瘍をををを発生発生発生発生。。。。同部同部同部同部からのからのからのからの出血出血出血出血によりによりによりにより、、、、高度高度高度高度のののの

貧血貧血貧血貧血をををを来来来来しししし、、、、内服治療内服治療内服治療内服治療とともにとともにとともにとともに、、、、輸血輸血輸血輸血をををを必要必要必要必要としたとしたとしたとした。。。。貧血貧血貧血貧血をををを来来来来しししし、、、、内服治療内服治療内服治療内服治療とともにとともにとともにとともに、、、、輸血輸血輸血輸血をををを必要必要必要必要としたとしたとしたとした。。。。



胃瘻造設後胃瘻造設後胃瘻造設後胃瘻造設後のののの胃瘻造設後胃瘻造設後胃瘻造設後胃瘻造設後のののの

状態変化状態変化状態変化状態変化についてについてについてについて状態変化状態変化状態変化状態変化についてについてについてについて

術前後術前後術前後術前後のののの経口摂取経口摂取経口摂取経口摂取のののの変化変化変化変化術前後術前後術前後術前後のののの経口摂取経口摂取経口摂取経口摂取のののの変化変化変化変化

術前後抑制術前後抑制術前後抑制術前後抑制術前後抑制術前後抑制術前後抑制術前後抑制 処置処置処置処置のののの変化変化変化変化処置処置処置処置のののの変化変化変化変化



術後経過術後経過術後経過術後経過術後経過術後経過術後経過術後経過 ①①①①①①①① 術前後術前後術前後術前後のののの状態変化状態変化状態変化状態変化術前後術前後術前後術前後のののの状態変化状態変化状態変化状態変化

改改改改改改改改 善善善善善善善善
194194194194194194194194名名名名名名名名(51%)(51%)(51%)(51%)(51%)(51%)(51%)(51%)

変化変化変化変化なしなしなしなし変化変化変化変化なしなしなしなし
127127127127127127127127名名名名名名名名(34%)(34%)(34%)(34%)(34%)(34%)(34%)(34%)

悪化悪化悪化悪化悪化悪化悪化悪化
1717171717171717名名名名名名名名(4%)(4%)(4%)(4%)(4%)(4%)(4%)(4%)

変化変化変化変化のののの可能性可能性可能性可能性なしなしなしなし変化変化変化変化のののの可能性可能性可能性可能性なしなしなしなし
4040404040404040名名名名名名名名(11%)(11%)(11%)(11%)(11%)(11%)(11%)(11%)



術後経過術後経過術後経過術後経過術後経過術後経過術後経過術後経過 ②②②②②②②② 術前後術前後術前後術前後のののの抑制抑制抑制抑制術前後術前後術前後術前後のののの抑制抑制抑制抑制 処置処置処置処置のののの変化変化変化変化処置処置処置処置のののの変化変化変化変化

消消消消消消消消 失失失失失失失失
113113113113113113113113名名名名（（（（名名名名（（（（30%30%30%30%30%30%30%30%））））））））

緩緩緩緩緩緩緩緩 和和和和和和和和
5959595959595959名名名名（（（（名名名名（（（（16%16%16%16%16%16%16%16%））））））））

変化変化変化変化なしなしなしなし変化変化変化変化なしなしなしなし
6565656565656565名名名名（（（（名名名名（（（（17%17%17%17%17%17%17%17%））））））））

術前術前術前術前よりよりよりより抑制抑制抑制抑制術前術前術前術前よりよりよりより抑制抑制抑制抑制 なしなしなしなしなしなしなしなし
141141141141141141141141名名名名（（（（名名名名（（（（37%37%37%37%37%37%37%37%））））））））



胃瘻造設後胃瘻造設後胃瘻造設後胃瘻造設後のののの転帰転帰転帰転帰胃瘻造設後胃瘻造設後胃瘻造設後胃瘻造設後のののの転帰転帰転帰転帰



永続的永続的永続的永続的なななな入院管理入院管理入院管理入院管理をををを目的目的目的目的としないとしないとしないとしない一般市中病院一般市中病院一般市中病院一般市中病院におけるにおけるにおけるにおける永続的永続的永続的永続的なななな入院管理入院管理入院管理入院管理をををを目的目的目的目的としないとしないとしないとしない一般市中病院一般市中病院一般市中病院一般市中病院におけるにおけるにおけるにおける

内視鏡的胃瘻造設術施行症例内視鏡的胃瘻造設術施行症例内視鏡的胃瘻造設術施行症例内視鏡的胃瘻造設術施行症例（ｎ＝（ｎ＝（ｎ＝（ｎ＝内視鏡的胃瘻造設術施行症例内視鏡的胃瘻造設術施行症例内視鏡的胃瘻造設術施行症例内視鏡的胃瘻造設術施行症例（ｎ＝（ｎ＝（ｎ＝（ｎ＝128128128128128128128128））））））））

在宅管理在宅管理在宅管理在宅管理在宅管理在宅管理在宅管理在宅管理
4242424242424242名名名名名名名名(33%)(33%)(33%)(33%)(33%)(33%)(33%)(33%)

転院転院転院転院転院転院転院転院 1818181818181818名名名名名名名名(14%)(14%)(14%)(14%)(14%)(14%)(14%)(14%)

併発症併発症併発症併発症によりによりによりにより死亡死亡死亡死亡併発症併発症併発症併発症によりによりによりにより死亡死亡死亡死亡
6868686868686868名名名名（（（（５３５３５３５３％）％）％）％）名名名名（（（（５３５３５３５３％）％）％）％）



悪性疾患症例悪性疾患症例悪性疾患症例悪性疾患症例にににに対対対対してのしてのしてのしての悪性疾患症例悪性疾患症例悪性疾患症例悪性疾患症例にににに対対対対してのしてのしてのしての

内視鏡的胃瘻造設術内視鏡的胃瘻造設術内視鏡的胃瘻造設術内視鏡的胃瘻造設術内視鏡的胃瘻造設術内視鏡的胃瘻造設術内視鏡的胃瘻造設術内視鏡的胃瘻造設術



症症症症症症症症 例例例例例例例例

T.Y.T.Y.T.Y.T.Y.T.Y.T.Y.T.Y.T.Y.
Y.M.Y.M.Y.M.Y.M.Y.M.Y.M.Y.M.Y.M.
K.S.K.S.K.S.K.S.K.S.K.S.K.S.K.S.
I.Y.I.Y.I.Y.I.Y.I.Y.I.Y.I.Y.I.Y.
S.I.S.I.S.I.S.I.S.I.S.I.S.I.S.I.
Y.M.Y.M.Y.M.Y.M.Y.M.Y.M.Y.M.Y.M.
K.I.K.I.K.I.K.I.K.I.K.I.K.I.K.I.
S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.
K.M.K.M.K.M.K.M.K.M.K.M.K.M.K.M.
T.O.T.O.T.O.T.O.T.O.T.O.T.O.T.O.
T.O.T.O.T.O.T.O.T.O.T.O.T.O.T.O.
M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.
M.I.M.I.M.I.M.I.M.I.M.I.M.I.M.I.
T.H.T.H.T.H.T.H.T.H.T.H.T.H.T.H.

7575757575757575
8585858585858585
6464646464646464
7575757575757575
5656565656565656
6161616161616161
3535353535353535
8686868686868686
7272727272727272
6767676767676767
5454545454545454
6262626262626262
7777777777777777
6060606060606060

胃胃胃胃胃胃胃胃 癌癌癌癌癌癌癌癌
胃胃胃胃胃胃胃胃 癌癌癌癌癌癌癌癌

癌性腹膜炎癌性腹膜炎癌性腹膜炎癌性腹膜炎（（（（大腸癌大腸癌大腸癌大腸癌））））癌性腹膜炎癌性腹膜炎癌性腹膜炎癌性腹膜炎（（（（大腸癌大腸癌大腸癌大腸癌））））
胃胃胃胃胃胃胃胃 癌癌癌癌癌癌癌癌
胆管癌胆管癌胆管癌胆管癌胆管癌胆管癌胆管癌胆管癌

癌性腹膜炎癌性腹膜炎癌性腹膜炎癌性腹膜炎（（（（胃癌胃癌胃癌胃癌））））癌性腹膜炎癌性腹膜炎癌性腹膜炎癌性腹膜炎（（（（胃癌胃癌胃癌胃癌））））
癌性腹膜炎癌性腹膜炎癌性腹膜炎癌性腹膜炎（（（（大腸癌大腸癌大腸癌大腸癌））））癌性腹膜炎癌性腹膜炎癌性腹膜炎癌性腹膜炎（（（（大腸癌大腸癌大腸癌大腸癌））））

胃胃胃胃胃胃胃胃 癌癌癌癌癌癌癌癌
胃胃胃胃胃胃胃胃 癌癌癌癌癌癌癌癌

癌性腹膜炎癌性腹膜炎癌性腹膜炎癌性腹膜炎（（（（大腸癌大腸癌大腸癌大腸癌））））癌性腹膜炎癌性腹膜炎癌性腹膜炎癌性腹膜炎（（（（大腸癌大腸癌大腸癌大腸癌））））
膵膵膵膵膵膵膵膵 癌癌癌癌癌癌癌癌
胃胃胃胃胃胃胃胃 癌癌癌癌癌癌癌癌
膵膵膵膵膵膵膵膵 癌癌癌癌癌癌癌癌
膵膵膵膵膵膵膵膵 癌癌癌癌癌癌癌癌

栄養投与栄養投与栄養投与栄養投与栄養投与栄養投与栄養投与栄養投与
栄養投与栄養投与栄養投与栄養投与栄養投与栄養投与栄養投与栄養投与
減減減減減減減減 圧圧圧圧圧圧圧圧
栄養投与栄養投与栄養投与栄養投与栄養投与栄養投与栄養投与栄養投与
減減減減減減減減 圧圧圧圧圧圧圧圧
減減減減減減減減 圧圧圧圧圧圧圧圧
減減減減減減減減 圧圧圧圧圧圧圧圧
栄養投与栄養投与栄養投与栄養投与栄養投与栄養投与栄養投与栄養投与
栄養投与栄養投与栄養投与栄養投与栄養投与栄養投与栄養投与栄養投与
減減減減減減減減 圧圧圧圧圧圧圧圧
減減減減減減減減 圧圧圧圧圧圧圧圧
減減減減減減減減 圧圧圧圧圧圧圧圧
減減減減減減減減 圧圧圧圧圧圧圧圧
減減減減減減減減 圧圧圧圧圧圧圧圧

なしなしなしなしなしなしなしなし
なしなしなしなしなしなしなしなし
なしなしなしなしなしなしなしなし

創部感染創部感染創部感染創部感染、、、、幽門狭窄幽門狭窄幽門狭窄幽門狭窄創部感染創部感染創部感染創部感染、、、、幽門狭窄幽門狭窄幽門狭窄幽門狭窄
なしなしなしなしなしなしなしなし
なしなしなしなしなしなしなしなし
なしなしなしなしなしなしなしなし
なしなしなしなしなしなしなしなし

創部感染創部感染創部感染創部感染創部感染創部感染創部感染創部感染
なしなしなしなしなしなしなしなし
なしなしなしなしなしなしなしなし
なしなしなしなしなしなしなしなし
なしなしなしなしなしなしなしなし
なしなしなしなしなしなしなしなし

名前名前名前名前名前名前名前名前 年齢年齢年齢年齢年齢年齢年齢年齢 基礎疾患基礎疾患基礎疾患基礎疾患基礎疾患基礎疾患基礎疾患基礎疾患 目目目目目目目目 的的的的的的的的 合併症合併症合併症合併症合併症合併症合併症合併症



悪性腫瘍症例悪性腫瘍症例悪性腫瘍症例悪性腫瘍症例のののの術後経過術後経過術後経過術後経過悪性腫瘍症例悪性腫瘍症例悪性腫瘍症例悪性腫瘍症例のののの術後経過術後経過術後経過術後経過((((((((n=14)n=14)n=14)n=14)n=14)n=14)n=14)n=14)

外出可外出可外出可外出可外出可外出可外出可外出可

６６６６名名名名６６６６名名名名(38%)(38%)(38%)(38%)(38%)(38%)(38%)(38%)

外出外出外出外出なしなしなしなし外出外出外出外出なしなしなしなし

1212121212121212名名名名名名名名(50%)(50%)(50%)(50%)(50%)(50%)(50%)(50%)

退院可退院可退院可退院可退院可退院可退院可退院可 ２２２２名名名名２２２２名名名名(12%)(12%)(12%)(12%)(12%)(12%)(12%)(12%)



症例症例症例症例①①①①症例症例症例症例①①①①



症例症例症例症例②②②②症例症例症例症例②②②②



結結結結結結結結 果果果果果果果果

１１１１．．．．１１１１．．．．384384384384384384384384名名名名にににに対対対対しししし名名名名にににに対対対対ししししPEGPEGPEGPEGPEGPEGPEGPEGをををを行行行行いいいい、、、、うちうちうちうちをををを行行行行いいいい、、、、うちうちうちうち378378378378378378378378名名名名がががが施行可能施行可能施行可能施行可能であったであったであったであった。。。。名名名名がががが施行可能施行可能施行可能施行可能であったであったであったであった。。。。

２２２２．．．．一般市中病院一般市中病院一般市中病院一般市中病院におけるにおけるにおけるにおける２２２２．．．．一般市中病院一般市中病院一般市中病院一般市中病院におけるにおけるにおけるにおけるPEGPEGPEGPEGPEGPEGPEGPEGではではではでは、、、、ではではではでは、、、、49.0%49.0%49.0%49.0%49.0%49.0%49.0%49.0%のののの症例症例症例症例ががががのののの症例症例症例症例がががが

退院可能退院可能退院可能退院可能となりとなりとなりとなり、、、、退院可能退院可能退院可能退院可能となりとなりとなりとなり、、、、32.8%32.8%32.8%32.8%32.8%32.8%32.8%32.8%のののの症例症例症例症例がががが在宅管理在宅管理在宅管理在宅管理となったとなったとなったとなった。。。。のののの症例症例症例症例がががが在宅管理在宅管理在宅管理在宅管理となったとなったとなったとなった。。。。

３３３３．．．．慢性期合併症慢性期合併症慢性期合併症慢性期合併症はははは３３３３．．．．慢性期合併症慢性期合併症慢性期合併症慢性期合併症はははは16.2%16.2%16.2%16.2%16.2%16.2%16.2%16.2%にににに認認認認めめめめ、、、、チューブチューブチューブチューブ再挿入不能再挿入不能再挿入不能再挿入不能ととととにににに認認認認めめめめ、、、、チューブチューブチューブチューブ再挿入不能再挿入不能再挿入不能再挿入不能とととと

嘔吐回数嘔吐回数嘔吐回数嘔吐回数のののの増加増加増加増加がががが高頻度高頻度高頻度高頻度であったであったであったであった。。。。嘔吐回数嘔吐回数嘔吐回数嘔吐回数のののの増加増加増加増加がががが高頻度高頻度高頻度高頻度であったであったであったであった。。。。

４４４４．．．．チューブチューブチューブチューブ誤挿入誤挿入誤挿入誤挿入のののの確認確認確認確認がががが不十分不十分不十分不十分であったであったであったであった症例症例症例症例はははは、、、、４４４４．．．．チューブチューブチューブチューブ誤挿入誤挿入誤挿入誤挿入のののの確認確認確認確認がががが不十分不十分不十分不十分であったであったであったであった症例症例症例症例はははは、、、、

急性汎発性腹膜炎急性汎発性腹膜炎急性汎発性腹膜炎急性汎発性腹膜炎をををを発症発症発症発症したしたしたした。。。。急性汎発性腹膜炎急性汎発性腹膜炎急性汎発性腹膜炎急性汎発性腹膜炎をををを発症発症発症発症したしたしたした。。。。

５５５５．．．．悪性疾患悪性疾患悪性疾患悪性疾患のののの症例症例症例症例のののの５５５５．．．．悪性疾患悪性疾患悪性疾患悪性疾患のののの症例症例症例症例のののの57.1%57.1%57.1%57.1%57.1%57.1%57.1%57.1%はははは外出外出外出外出またはまたはまたはまたは退院退院退院退院がががが可能可能可能可能になったになったになったになった。。。。はははは外出外出外出外出またはまたはまたはまたは退院退院退院退院がががが可能可能可能可能になったになったになったになった。。。。



結結結結結結結結 語語語語語語語語

在宅管理下在宅管理下在宅管理下在宅管理下にてにてにてにて経腸栄養管理経腸栄養管理経腸栄養管理経腸栄養管理をををを行行行行っているっているっているっている在宅管理下在宅管理下在宅管理下在宅管理下にてにてにてにて経腸栄養管理経腸栄養管理経腸栄養管理経腸栄養管理をををを行行行行っているっているっているっている

症例症例症例症例にににに対対対対しししし、、、、そのそのそのその経腸投与法経腸投与法経腸投与法経腸投与法としてとしてとしてとして症例症例症例症例にににに対対対対しししし、、、、そのそのそのその経腸投与法経腸投与法経腸投与法経腸投与法としてとしてとしてとして

経皮内視鏡的胃瘻造設術経皮内視鏡的胃瘻造設術経皮内視鏡的胃瘻造設術経皮内視鏡的胃瘻造設術をををを選択選択選択選択することはすることはすることはすることは、、、、経皮内視鏡的胃瘻造設術経皮内視鏡的胃瘻造設術経皮内視鏡的胃瘻造設術経皮内視鏡的胃瘻造設術をををを選択選択選択選択することはすることはすることはすることは、、、、

そのそのそのその症例症例症例症例のののの苦痛苦痛苦痛苦痛をををを緩和緩和緩和緩和するのみならずするのみならずするのみならずするのみならず、、、、そのそのそのその症例症例症例症例のののの苦痛苦痛苦痛苦痛をををを緩和緩和緩和緩和するのみならずするのみならずするのみならずするのみならず、、、、

管理管理管理管理をををを容易容易容易容易にすることによりにすることによりにすることによりにすることにより、、、、非常非常非常非常にににに有意義有意義有意義有意義なななな管理管理管理管理をををを容易容易容易容易にすることによりにすることによりにすることによりにすることにより、、、、非常非常非常非常にににに有意義有意義有意義有意義なななな

こととなることとなることとなることとなる。。。。こととなることとなることとなることとなる。。。。


