７回 日本小児栄養消化器肝臓学会

第

卒後教育セミナー

『栄養学から見る消化器疾患』

日本小児栄養消化器肝臓学会

第 7 回卒後教育セミナー

開催日時

2016年1月23日（土）13 時 〜24日（日）12 時

会

大阪医科大学

場

プログラム

北キャンパス講堂 看護学部棟 ３Ｆ「 講義室３・４」

大阪府高槻市八丁西町7番6号
1 日目

1 月 23日
（土）

教育講演１ （13：10 -13：55） 座長 徳原

大介 先生 （大阪市立大学大学院医学研究科発達小児医学）

「経腸栄養剤：総論」
教育講演 2

（13：55 -14：40） 座長 田川

虫明 聡太郎 先生 （近畿大学医学部奈良病院小児科）
学

「本当は怖い小児の脂肪肝」

先生 （筑波大学附属病院小児科）

虻川 大樹

先生 （宮城県立こども病院総合診療科・消化器科）

症例検討１ （14：40 -15：20）

「NASHと関連した症例」

長谷川 泰浩 先生 （大阪大学大学院医学系研究科小児科学）

症例検討２ （15：40 -16：20）

「乳児の下痢・血便と関連した症例」 井上
特別講演 １ （16：20 -17：10） 座長 中山

「腹部エコーの実際」
グループワーク （17：20 -18：30） 司会 青松

敬介 先生 （大阪医科大学小児科）

佳子 先生 （信州大学医学部小児科）
余田 篤
先生 （大阪医科大学小児科 ）
友槻 先生 （大阪医科大学小児科）

２次検討会 （18：45 -）

2 日目

1 月 24日
（日）

グループワークとその発表 （9：00-10：15） 司会 青松
教育講演 3

（10：15-11：00） 座長 惠谷

ゆり 先生 （大阪府立母子保健総合医療センター消化器・内分泌科）

「乳児消化管ミルクアレルギー」

特別講演 2

（11：10-12：00） 座長 鈴木

「肥満の治療」

友槻 先生 （大阪医科大学小児科）

山田

寛之 先生（大阪府立母子保健総合医療センター消化器・内分泌科）

光幸 先生 （順天堂大学小児科）
原

光 彦 先生 （東京家政学院大学現代生活学部）

修了証書授与 （12：00）

申し込み方法 日本小児栄養消化器肝臓学会 第 7 回卒後教育セミナー宛に E-mail にて申し込み

E-mail；jspghan.edu.project@gmail.com
郵 便 振 込

定員 80 名,

会費 2 万円

☆ 締め切りは12月18日（金）

※振込先については、申込受付が終了した後にメールにてご連絡致します。
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申込締切後に事務局より振込先をご連絡致します。
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高 槻 駅 ま で の 交 通 ア クセ ス
【 Ｊ Ｒ線でお越しの場合】
京都駅
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茨木駅

新大阪駅

大阪駅

【 阪 急線でお越しの場合】
河原町駅

高槻市駅

淡路

十三

梅田駅
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