
日 程 ： 2005年7月15日(金)～１7日(日)
会場・宿泊 ： 沖縄 残波岬ロイヤルホテル

対 象 ： 臨床研修医（後期も含む）

定 員 ： 100名

参加費用 ： 59,800円（2名1室利用、税・サービス込）

お申込み締切： 2005年5月13日（金）

ER アップデート in 沖縄
2005年7月15日(金)～１7日(日)

臨床研修医の方を対象に、ベストシーズンの沖縄で、楽しみ
ながら、スキルアップができるセミナーです。

主催： 臨床研修プログラム研究会
スナッジ･ラボ株式会社



■プログラム

* プログラムは変更させていただく場合がございます

お勧めポイント

ERの第一線で活躍される講師陣によるエビデンスに基づく”実践”的講義とワークショップで明日から使え
るスキルが学べる
日頃交流できない臨床研修医の方たちとの情報交換・親睦の場となる
沖縄のふりそそぐ太陽、白い砂浜、マリンブルーの海に包まれた素晴らしい環境で、日頃の疲れを癒し、
フリータイムにはマリンスポーツも満喫できる

お勧めポイント

ERの第一線で活躍される講師陣によるエビデンスに基づく”実践”的講義とワークショップで明日から使え
るスキルが学べる
日頃交流できない臨床研修医の方たちとの情報交換・親睦の場となる
沖縄のふりそそぐ太陽、白い砂浜、マリンブルーの海に包まれた素晴らしい環境で、日頃の疲れを癒し、
フリータイムにはマリンスポーツも満喫できる

2004年に新臨床研修制度がスタートし、各研修施設では救急医療教育に積極的な取り組みが始まっています。
このような環境の中、今回のセミナーでは、ER領域において日常研修では接する機会の少ないテーマを厳選し、
最強の講師陣により、実用的な知識とスキルをアップデートすることを目的としています。
また、講師の先生方や同じ立場である全国の研修医との意見交換を通じて刺激しあう場を提供できたらと考え
ています。

7月15日(金)
14:00-15:50 セミナー受付

16:00 Welcome

16:15 お前なんか訴えてやる！・・・見逃してはいけない救急疾患 寺澤先生

17:00 休憩

17:20-18:50 ワークショップ（スキル）

参加者は１テーマ30分間の３つのワークショップをローテーションする。

1. Baby蘇生必携: 骨髄輸液 箕輪先生

2. Noと言われない上級医へのプレゼンテーション 井村先生

3. 気道緊急の戦略 今 先生

19:00-21:00 懇親会

7月16日土)
7:30 朝食(会議室にご用意致します）

7:45 「あのERへ行きたい」：ER患者の満足度を上げるTips 箕輪先生

8:15 エコノミー症候群･･･お金持ちでもなるんだけど 今 先生

8:45 一過性意識障害はTIAなのか・・・NOT！ 林 先生

9:15 あなたを守る感染対策 遠藤先生

9:45 質疑応答

10:00-16:00 フリータイム

16:00-16:30 ティータイム

16:30-19:00 ワークショップ（スキル）

参加者は１テーマ45分間の３つのワークショップをローテーションする。

1.救急症例PotPurri 寺澤先生

2.眼は口ほどに物を言う（身体診察） 松村先生

3. GOMER! (Get Out of My ER!) 危険な患者 林先生

（18:00-18:15   休憩）

7月17日(日)

7:30 朝食(会議室にご用意致します）

7:45 つなぎの達人 例：尿路結石のＥＤケアー 井村先生

8:15 “大リーガー医”に学べるか？ 松村先生

8:45 ぐるぐるめまいの戦略：実習付き 箕輪先生

9:15 質疑応答 & 修了証授与

10：00 解散



■講師紹介/講義及びスキル抄録

お前なんか訴えてやる！・・・見逃してはいけない
救急疾患

確認中

“大リーガー医”に学べるか？
米国の内科系ジェネラリストを卒後研修現場に導
入し始めて20年が経過した。学べることは多々ある。
１つは、clinician-educatorのロール・モデルである
ことである。２つ目は、ジェネラリストゆえの診療の
幅の広さである。３つ目は、EBMの自然な展開であ
る。そして、４つ目は、H&Pによる検査前確率の重
視であるといえよう。

ぐるぐるめまいの戦略：実習付き
めまいの正統的診療アプローチである末梢、中枢
型の分類をまず見直してから、見落とすと致命的
な小脳疾患などの鑑別を学びましょう。実際にフン
チェル眼鏡を試してもらったり、耳石の配置変換を
めざす良性発作性頭位変換性めまい症へのDix-
Hallpike法や Epley法の実際を実習していただきた
いと思います。

「あのERへ行きたい」：ER患者の満足度を上げる
Tips
今や診療施設は患者、住民から選ばれる時代にな
りました。けれども救急は時と場合に係わらない出
来事です。救急車では患者サイドで選ぶのはかな
り難しいですが、都会部では複数の救急医療施設
に自分の足でアクセスできるのもこれまた事実で
す。患者の満足度を上げるにはどうしたらよいのか
を救急でも考慮しなくてはならない大変な時代にそ
ろそろ入っています。どういう工夫があるのかを学
んでみましょう。

つなぎの達人 例：尿路結石のＥＤケアー

確認中

あなたを守る感染対策
ERは感染性疾患が予告なく訪れる空間です。医師
の罹患は、本人が苦しむのみならず、患者、同僚、
そして家族へも影響を与えます。自らを守る感染対
策の基本は、①手洗い、②標準予防策と感染経路
別予防策の実践、③ワクチン接種です。加えて大
切なことは、「自分の健康は自分で守る」という決
心です。

エコノミー症候群･･･お金持ちでもなるんだけど
欧米に比較して本邦では、急性肺塞栓症に関する
エビデンスとされるものは報告されていない。本症
は万が一、見逃すと致命的な状況に陥ることが多く、
旅行者血栓症（エコノミークラス症候群）や手術後
発症の突然死が社会問題化し、本邦でも予防ガイ
ドラインが出版された。予防ガイドラインには書か
れていない診断治療の内容まで踏み込んだ講義
にする。帰りの飛行機内は、もう安全だ。

一過性意識障害はTIAなのか・・・NOT！
一過性意識障害をみてすぐにTIAを思い浮かべて
はいないだろうか？ブッブー！実はもっと頻度が高
く、見逃してはいけない失神がある。失神のアロー
チNo1：本当に失神なのか？意識障害なのか？失
神のアプローチNo2：失神の三羽ガラスを見逃な！
失神のアプローチNo3：失神検査の三種の神器と
は？～さぁ明日から失神患者が来院するのが楽し
み？になるかも・・・

寺澤秀一先生
福井大学医学部付属病院
総合診療部教授

松村理司先生
洛和会音羽病院 院長
1974年京大医学部卒業。1983年沖縄県
立中部病院で研修。1983～84年米国で
研修。1984年市立舞鶴市民病院内科勤
務。1991年副院長。2004年4月、洛和会
音羽病院副院長兼洛和会京都医学教育
センター所長。7月院長。

箕輪良行先生
聖マリアンナ医科大学
救急医学教室教授・救命救急センター長
ついに50の大台を2つ過ぎて、4人の子供
達とも大人のつき合いができよるうな歳
となりました。今まで以上に、好きなこと
で得意なことだけをやっていたいなあと
願っています。現在聖マリアンナ医科大
学救急医学、救命センターそして夜間急
患センター（大学なのに凄いでしょ）を担
当しています。かねてより念願のセミ
ナーだったので、楽しく盛り上がればと期
待しています。

井村 洋先生
麻生飯塚病院 総合診療科部長

遠藤和郎先生
沖縄県立中部病院 感染症科
東京慈恵会医科大学昭和61年卒業。同
年より沖縄県立中部病院で卒後臨床研
修開始。4年間の研修期間の間に、臨床
感染症の面白さに出会う。現在、初期臨
床感染症教育と感染管理に奔走中。

今 明秀先生
八戸市立市民病院
救命救急センター所長
昭和33年年青森市生まれ。昭和58年自
治医科大学卒業。僻地医療を5年、外科
医師を８年行なった。平成10年日本医大
救急医学教室へ入局、川口市立医療セ
ンター救命救急センターへ赴任する。外
傷外科医と救急医の修練が始まった。平
成16年より救急発展途上地域の開発に
挑む。

林 寛之先生
福井県立病院 救命救急センター医長
24時間年中無休の自称、時間外診療所
のスーパーERで勤務。現在、日勤が極
端に少なく、夜の蝶（みんなは「蛾」と呼
ぶ）と化している。カナダ医師免許を持っ
てるのが自慢。趣味は子育て。レジデン
トノートとERマガジンの連載に目をこすり
つつ、夜な夜な頑張っている。この北米
式セミナーでは盛り上がりましょう！

救急症例PotPouri

確認中

目は口ほどに物を言う（身体診察）
身体診察では、「頭のてっぺんから足の爪
先まで」丹念に診察する必要性がよく指摘
される。診察が断片化されやすい現代の医
療では、これはとても大事な技能である。
しかし、実地臨床では、「臨機応変な対応」
が求められる。また、「頭の中にあるものし
か見えない」とも言われる。ERでの目の診
察はどうだろうか？

Baby蘇生必携：骨髄輸液
小児特に乳幼児患者の点滴とりは「天敵」
と思いたくなることもあるぐらいジェネラリス
トには辛いものがあります。ましてや一刻を
争うような痙攣重積、喘息発作、心停止と
いうような場面で、国際的に推奨されてい
るのが骨髄輸液です。今回はその実習を
たっぷりやってもらいます。そのうえ苦手の
子供の蘇生編も同時上演（誰が演ずる？）
の予定です。ご期待有れ。

Noと言われない上級医へのプレゼンテー
ション

確認中

-----

気道緊急の戦略
意識障害の患者が突然大量に嘔吐し、窒
息状態。気管挿管しようとしたが、喉頭展
開不能。このままでは、CPA!!!
先ず輪状甲状靭帯穿刺です。１４Gに酸素
チューブを接続して急場をしのぎます。同
部切開は、メスとペアン鉗子と5～6mm気管
チューブを用意して、15秒で成功させます。
他に5分で終わる気管切開術。あら不思議、
口から出てきたガイドワイヤーにチューブを
沿わせると挿管できちゃう方法。

GOMER! (Get Out of My ER!)危険な患者
GOMERとはERの嫌われ者という意味。こ
れはトラブルに巻き込まれやすい患者を勝
手に医療者が言っている悪い隠語だ。診断
能力がついたとしても、初診で100%正確に
診断できないのは当たり前。コミュニケー
ションが難しい患者ではなおさら難しくなる。
さてどのようにしたら難しい患者そして医療
者を守ることができるのか？その対処法を
勉強しよう。

講義 スキル講師



■日程・費用等

日 程： 2005年7月15日(金)～１7日(日)
宿 泊： 沖縄残波岬ロイヤルホテル

沖縄県中頭郡読谷村字宇座1575
TEL.098-958-5000 FAX.098-958-3970

対 象： 臨床研修医（後期も含む）
定 員： 100名
参加費用： 59,800円（税、サービス込）

<上記に含まれるもの>
宿泊（2名1室利用、2泊)： 27,300円
セミナー（懇親会、朝食含む）： 32,500円

お申込み締切: 2005年5月13日(金)
定員になり次第締め切らせていただきます。

* ご家族、ご友人等、セミナー出席者以外の
同行者も歓迎いたします。
費用は宿泊料のみになります。
詳細はJTB八王子支店にお問い合わせ下さい。

実施要項

お申し込み方法：添付のお申込書に必要事項をご記入の上、
スナッジ･ラボ株式会社までFAXでお送りいただくか、E-mail
にて送信してください。こちらからお申込み確認のFAX又は
E-mailをお送りします。

お支払い方法とセミナー登録完了時期：当社でお申し込み確
認後、 JTB八王子支店（以下JTB) で宿泊の手配を行います。
参加者各位にJTBよりFAX又はE-mailでご連絡させていただ
いた後、1週間以内にセミナー費用全額を下記口座にお振込

み下さい。費用をお振込みいただいた時点でセミナーの登録
が完了します。

口座名：（株）ジェイティービー

取引銀行：ＵＦＪ銀行 千代田支店

口座番号：普通口座 5438185
尚、カードでのお支払いも可能です。詳しくはJTBにお問い合

わせください。

参加費用に含まれるもの：宿泊料金(2名1室、2泊）、セミナー

費用（懇親会、朝食含む）

参加費用に含まれないもの：前項の他は参加費用に含まれ
ません。例として航空運賃、空港からホテルまでの交通費、
昼食、2日目の夕食、その他個人行動に要する費用

宿泊費用：2名1室、一人当たりの費用です。３名１室も可能で
すが、料金は2名1室と同額になります。一人部屋を希望され
る場合は1泊9,000円の追加料金がかかります。

部屋割り：ご友人と一緒にセミナーを申し込まれる場合は、お
申し込みの際、部屋希望欄にご友人のお名前をご記入いた
だくと同室になります（お申込書はセミナー参加者1人に1枚必
要です）。お一人でお申し込みいただき、二人部屋を希望され
る場合は、こちらで部屋割りを決めさせていただきますのでご
了承下さい。

飛行機の手配：飛行機は２ヶ月前から予約可能です。この時
期は繁忙期であり予約できなくなる可能性がありますので、ご
自分で手配する際は早めにご手配ください。尚、申込書の飛
行機の手配に希望ありとされた方はJTBで手配致します。

前泊・延泊の手配：前泊・延泊を希望される方はJTBにお問い

合わせ下さい。

同行者の料金及び手配：同行者の手配はJTBにお問い合わ

せ下さい。

最少催行人員：50名（もし参加人数が50名未満の場合はこの

セミナーは中止し、費用は全額返還させていただきます）

取消料：セミナー登録終了後、お客様のご都合でお申し込み
を取り消される場合は、次の金額を取消料として申し受けま
す。

5月13日17:30以降の取消はセミナー料金全額と上記の宿泊

取消料の合計になります。

残波岬ロイヤルホテル

那覇空港

那覇

お問合せ・お申込み 宿泊等旅行手配

スナッジ・ラボ株式会社
〒102-0093 東京都千代田区平河町1-6-15USビル8F
TEL: 03-3556-5160 FAX: 03-3556-5161
E-mail: event@snudge-lab.com
http://www.snudge-lab.com/
電話受付時間： 9:30 ～17:30(土日祝休)

JTB八王子支店
〒192-0083 東京都八王子市旭町13-10
TEL: 0426-44-5651    FAX: 0426-42-4720
E-mail: m_oki075@jtb.jp
担当：大木実和

電話受付時間： 9:30 ～17:30(土日祝休)

セミナー取消期日 取消料

5月13日17：30以降 セミナー料金全額

宿泊取消期日 取消料

5月13日17：30以降より6月13日まで 宿泊料の20％

6月14日より7月4日まで 宿泊料の30％

7月5日より7月13日まで 宿泊料の50％

7月14日 宿泊料の80％

7月15日 宿泊料の100％


	■プログラム

