５回 日本小児栄養消化器肝臓学会

第

卒後教育セミナー

『これだけは押さえておきたい消化器疾患のツボ２』

日本小児栄養消化器肝臓学会

第 5 回卒後教育セミナー

開催日時

2015 年 1 月 17 日（土）13時 〜 18 日（日）12 時30 分

会

エッサム本社ビル３階

1 日目

場

プログラム

東京都千代田区神田須田町1- 26 - 3

1 月 17日
（土）

教育講演１ （13：20-14：05） 座長 虻川 大樹 先生 （宮城県立こども病院総合診療科）

「小児の膵炎・膵臓疾患」
教育講演 2

鈴木 光幸 先生 （順天堂大学小児科）

虻川 大樹 先生 （宮城県立こども病院総合診療科）
「嘔吐の鑑別 消化器疾患を中心に」 工藤 孝広 先生 （順天堂大学小児科）

（14：05-14：50） 座長

症例検討１ （15：00-15：40）

「嘔吐と腹痛で発症した４歳女児」 内田 恵一 先生 （三重大学医学部消化管・小児外科）
症例検討２ （15：40-16：20）

「あなたはＧＥＲＤの患者を診られますか？」
石毛 崇 先生・羽鳥 麗子 先生（群馬大学医学部小児科）
特別講演 １ （16：30-17：20） 座長 清水 俊明 先生 （順天堂大学小児科）

水野 克己 先生 （昭和大学江東豊洲病院小児内科 ）

「母乳栄養」
グループワーク （17：30-19：00） 司会 藤井 徹

先生 （順天堂大学小児科）

２次検討会

先生 （順天堂大学小児科）

2 日目

（19：00～）

司会

藤井 徹

座長

鍵本 聖一 先生 （埼玉県立小児医療センター総合診療科）

1 月 18日
（日）

特別講演 ２ （9：00-9：50）

「小児Ｂ型肝炎:疫学・発癌・治療・予防について」
田尻 仁 先生（大阪府立急性期・総合医療センター小児科）
グループワーク （9：50-11：05） 司会

藤井 徹

先生 （順天堂大学小児科）

3 （11：10-12：00） 座長
特別講演 ３

玉井 浩

先生 （大阪医科大学小児科）

「乳児胆汁うっ滞性疾患の鑑別について」
須磨崎 亮 先生 （筑波大学小児科）

申し込み方法 日本小児栄養消化器肝臓学会 第 ５ 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 19日（金）

※振込先については、申し込み受領後にご連絡いたします
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