９回 日本小児栄養消化器肝臓学会

第

卒後教育セミナー

〔君にも飛ばせる『下町ロケット』〜一般病院でも出来る最先端の医療〜〕

日本小児栄養消化器肝臓学会

第 9 回卒後教育セミナー

開催日時

2017年1月14日（土）13 時 〜15日（日）13時

会

済生会横浜市東部病院

1 日目

場

プログラム

3階「中ホール」 神奈川県横浜市鶴見区下末吉3-6-1

1 月 14日
（土）

教育講演１

（13：00-13：30）座長

鈴木

光幸

先生

（神栖済生会病院小児科）

「周術期における小児体液管理 -輸液と経口補水療法の進歩- 」
先生 （聖マリア病院臨床・教育・研究本部）
靍 知光

教育講演 2

（13：30-14：00） 座長

鈴木

光幸

「肝疾患における栄養療法の実際」

特別講演１ （14：00-14：20）座長

惠谷

ゆり

「移行期医療」

先生 （神栖済生会病院小児科）
藤谷 朝実
先生 （神奈川県立保健福祉大学栄養学科）
先生

窪田

14：20-14：30

（大阪府立母子保健総合医療センター消化器・内分泌科）
先生 （国立成育医療研究センター総合診療科）
満

コーヒーブレイク

教育講演３ （14：30-15：40）座長

虫明 聡太郎 先生 （近畿大学医学部奈良病院小児科）
「現在の移植医療の問題点」
−内科側から−
別所 一彦 先生 （大阪大学医学部小児科）
−移植外科医から−
福田 晃也 先生 （国立成育医療研究センター臓器移植センター）
−コーディネーターから− 石橋 朋子 先生 （京都大学医学部附属病院看護部管理室）

教育講演４ （16：00-16：20）座長

乾

あやの

十河

「急性肝不全への初期対応」

特別企画１ （16：20-16：50） 座長

先生

新井

勝大

先生

（済生会横浜市東部病院小児肝臓消化器科）
剛

先生

（ 済生会横浜市東部病院小児肝臓消化器科 ）

（国立成育医療研究センター消化器科）

「私はこうしてsubspecialtyとしての肝臓消化器学を身につけた〜これから始めようとする人達へのメッセージ〜」
演者①： 岩間 達
先生 （沖縄県立中部病院小児科）
演者②：日衛嶋 栄太郎 先生 （京都大学医学部小児科）
演者③： 藤澤 知雄
先生 （済生会横浜市東部病院小児肝臓消化器科）

16：50-17：00

コーヒーブレイク

グループワーク （17：00-18：50） 「肝移植に関連する症例」
２次検討会 （19：00-）

2 日目

1 月 15日
（日）

グループワークとその発表 （8：30-9：30）
特別講演 2

（9：30-10：00）

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）

「〜こどもらしく医療と向き合うお手伝い〜Child Life Specialist (CLS)の小児消化器肝臓分野での役割」

症例検討

井上

絵未

先生（済生会横浜市東部病院）

（10：00-10：40）
「著明な便塞栓をもつ慢性機能性便秘症」 梅津

10：40-10：50

教育講演５ （10：50-11：20） 座長

守一郎

先生 （済生会横浜市東部病院小児肝臓消化器科）

コーヒーブレイク

村上 潤
先生 （鳥取大学医学部小児科）
「肝生検でわかる沈黙の臓器のつぶやき」 乾 あやの
先生 （ 済生会横浜市東部病院小児肝臓消化器科）

特別企画２ （11：20-13：00）
「豚肝臓を用いたエコーガイド下肝生検ハンズオンセミナー」
梅津 守一郎 先生 （済生会横浜市東部病院小児肝臓消化器科）

申し込み方法 日本小児栄養消化器肝臓学会 第９回卒後教育セミナー宛に E-mail にて申し込み
定員 80 名,

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

会費 2 万円

☆ 締め切りは12月11日（日）
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メール ( jspghan.edu.project＠gmail.com ) で下記の (１) ～ (４) をご記入の上お申し込みください。
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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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振込確認後、
参加証のメールを事務局よりお送りします。
参加証メールを印刷して、 当日ご持参ください。
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宿泊の手配は各自でお願い致します。
現在、 ホテルの予約が大変取りにくくなっております
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ので申込と同時にご予約頂くことをおすすめ致します。
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ሙ䛾䛤ෆ

✦JR 川崎駅西口よりバスで約
10 分
ሙ䛾䛤ෆ
䘲JRᕝᓮ㥐すཱྀ䜘䜚䝞䝇䛷⣙10ศ

51 番のりば
： 臨海バス 「東部病院行」
51␒䛾䜚䜀䠖⮫ᾏ䝞䝇䛂ᮾ㒊㝔⾜䛃
52 番のりば ： 横浜市営バス 「横浜駅前行」
52␒䛾䜚䜀䠖ᶓᕷႠ䝞䝇䛂ᶓ㥐๓⾜䛃
䘲JRᕝᓮ㥐すཱྀ䜘䜚䝞䝇䛷⣙10ศ
✦JR 鶴見駅東口よりバスで約 10 分
䘲51␒䛾䜚䜀䠖⮫ᾏ䝞䝇䛂ᮾ㒊㝔⾜䛃
JR㭯ぢ㥐ᮾཱྀ䜘䜚䝞䝇䛷⣙10ศ
2 番のりば
： 横浜市営バス 「東部病院行」
52␒䛾䜚䜀䠖ᶓᕷႠ䝞䝇䛂ᶓ㥐๓⾜䛃
2␒䛾䜚䜀䠖ᶓᕷႠ䝞䝇䛂ᮾ㒊㝔⾜䛃
✦JR 南武線 尻手駅から徒歩 3 分
䘲
JR㭯ぢ㥐ᮾཱྀ䜘䜚䝞䝇䛷⣙10ศ
「国道尻手」
より乗車
䘲 JR༡Ṋ⥺
ᑼᡭ㥐䛛䜙ᚐṌ㻟ศ
2␒䛾䜚䜀䠖ᶓᕷႠ䝞䝇䛂ᮾ㒊㝔⾜䛃
臨港バス䛂ᅜ㐨ᑼᡭ䛃䜘䜚㌴
「東部病院行」 10 分
⮫ 䝞䝇䛂ᮾ㒊㝔⾜䛃 㻝㻜ศ
䘲 JR༡Ṋ⥺
✦東急東横線
綱島駅ᑼᡭ㥐䛛䜙ᚐṌ㻟ศ
䛂ᅜ㐨ᑼᡭ䛃䜘䜚㌴
6 番のりば
： 横浜市営バス
䘲ᮾᛴᮾᶓ⥺
⥘ᓥ㥐「鶴見駅前行」
⮫
䝞䝇䛂ᮾ㒊㝔⾜䛃
㻝㻜ศ
約 20 分、
「三ツ池道」 下車 徒歩
5分
㻢␒䛾䜚䜀䠖ᶓᕷႠ䝞䝇䛂㭯ぢ㥐๓⾜䛃
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✦ JR 新幹線 新横浜駅
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᪂ᶓ㥐「鶴見駅西口
8 番のりば
： 横浜市営バス
⣙㻞㻜ศ䚸䛂୕䝒ụ㐨䛃ୗ㌴ ᚐṌ㻡ศ
行」 約 30
分、 「宝泉寺」 下車徒歩約 7 分
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4 番のりば
： 横浜市営バス
䘲 JR᪂ᖿ⥺
᪂ᶓ㥐「鶴見駅行」
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約 30 分、
「三ツ池道」 下車徒歩約 5 分
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