
ERアップデート in 沖縄 2016 

日時 2016年7月1日［金］～3日［日］  

場所 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 

対象 臨床研修医（後期含む／指導医・一般臨床医も参加可）  

定員 120名  

費用 63,000円〈税込〉＊交通費、宿泊費等は含まれておりません  

主催 臨床研修プログラム研究会／株式会社エスミ 

「明日から使える !」を合言葉に、最強の講師陣による魅力いっぱいの講義＆ワークショップが  

繰り広げられ、大変ご好評をいただいている「ERアップデート」。  

第21回目となるこの夏も、南国沖縄にて勉強に遊びにと充実した3日間をご用意しております。  

全国から集結した、熱い志を持つ研修医の先生方と、一緒に語り合い、共に磨き合う、  

かけがえのない時を過ごしてみませんか? この機会にぜひ、ご参加下さい ! !  

申込方法 ERアップデートのWebサイト［ http://erupdate.jp / ］から直接お申込み 

 いただくか、申込書をダウンロードの上、EメールまたはFAXでお送りください。 

 EメールまたはFAXにて仮登録のお知らせをお送りします。 

参 加 費 仮登録のご連絡後、1週間以内に参加費を下記の口座にお振込みいただくと  

 正式に登録完了となります。 

 なお開催1ヶ月前（6月1日）を過ぎてのキャンセルは、キャンセル料として  

 お振込みいただいた費用の返還には応じかねますのでご注意ください。  

 ただし参加者が80名に満たない場合には中止として全額返還いたします。  

振 込 先 みずほ銀行 新宿中央支店   普通預金 1817551   株式会社エスミ 

宿泊/交通 ご自身での手配も可能ですが、㈱JTBコーポレートセールス法人営業東京多摩

 支店にて、本セミナー専用の旅行プランを承っております。4pをご覧ください。 

ご質問等は事務局までお気軽にお尋ねください

内 ERアップデート事務局 
〒164-0012 東京都中野区 本町4-44-18 ヒューリック中野ビル8F  

Web http://www.erupdate.jp / Mail support@erupdate.jp 

Tel 03-5385-7321 / Fax 03-5385-8750 



15:00 - 15:50 セミナー受付  

16:00 - 16:15 Welcome Speech 林   寛之  

16:15 - 16:45 プレゼンの力技伝授！～怒涛の30分一本勝負！～ 林   寛之  

16:45 - 17:00 休憩・移動  

17:00 - 19:10 ワークショップ（スキル）①  

 1.  やってみたい、使ってみたい頭痛の種・・・否、頭痛ネタ 林 寛之  

 2. 多数傷病者だ！ 今   明秀  

 3. オンナの攻め方～PID～ 池田裕美枝  

19:20 - 21:20 みんなではじけよう！懇親会！  

 
7:15 -   朝食（会場にご用意いたします）※下記詳細  

7 :30 - 8:00 中毒診療初歩の初歩～ABCで大丈夫  冨岡譲二  

8:00 - 8:30 どうせなら、楽しくやろう、カゼ外来 井村 洋  

8:30 - 9:00 フラフラする、立ち上がれない患者さんをどうする?! 箕輪良行  

9:00 - 9:30 ERトラブル事例の教訓  寺澤秀一  

9:30 - 10:00 研修病院自慢  
 

10:00 - 16:30 フリータイム  

［11:45 -14:00］-Clearance Session- 症例フリーマーケット！冷や汗症例大検討！…大健闘 ! ?  〈自由参加〉
 

16:30 - 19:25 ワークショップ（スキル）②  

 4. 一歩先の中毒診療～致死量とは何を意味する？  冨岡譲二  

 5. 君はめまい感にフィジカルでたたかえるか？ 箕輪良行  

 6. 説明に、活かそう、○○○のテクニック 井村 洋  

 7. うぇ～沖縄で飲みすぎた・・・こんな時には漢方薬！ 小淵岳恒  

 
7:15 -   朝食（会場にご用意いたします）※下記詳細  

7 :30 - 8:00 女性のミカタ～妊婦の腹痛～ 池田裕美枝  

8:00 - 8:30 輸血だすぐに持ってこい！ 今 明秀  

8:30 - 9:10 忘れられない医師達 寺澤秀一  

9:10 - 9:40 Visual Diagnosis in ER, Par t 16（回答&解説）  小淵岳恒  

9:40 - 10:00 質疑応答  & 修了証授与  

10:00   解散  

7月1日［金］  

7月2日［土］  

7月3日［日］  

  朝食について 

4pの「ERアップデート特別宿泊プラン」をご利用、  

またはご自身で”朝食付”プランでご宿泊の先生は、 

会場内で朝食をお召し上がりいただけます。  

（朝、受付に朝食券をお持ちください）  

それ以外の先生が会場内で朝食をお召し上がりに  

なる場合は、別途2,000円〈税込〉を申し受けます。 

   「研修病院自慢」発表者募集  

 ご自身の研修病院についてご発表してくださる先生

（1施設あたり5分程度）を募集いたします！! 

 発表を希望される先生は申込用紙にその旨を  

 ご記入ください。 

 事務局より改めて5月初旬にご連絡いたします。 

「ERアップデート in東京ベイ2016」（2016年2月）に参加された先生の感想  ＊アンケートより抜粋  

大変有意義なセミナーでした。学ぶことも多く、今後の研修で実践していこうと思います。                       

ありがとうございました。（卒後１年目）  

初めて参加しました。授業の質が高く、意識の高い先生方、研修医の先生方と一緒に  

勉強することで刺激を受け、また明日から診療を頑張ろう、勉強を頑張ろうという気持ちに          

なりました。もっと早くから受講しておけばよかったと思いました。（卒後２年目）  

    

          

プログラム                                                 ＜敬称略＞ 



講師紹介

池田裕美枝先生  神戸市立医療センター中央市民病院 産婦人科副医長（女性外来担当） 

平成15年京都大学卒業。舞鶴市民病院、洛和会音羽病院で総合内科研修後、Women’s Healthを  

学びたくて産婦人科研修を開始。腰掛けのつもりが女性のディープな部分にハマってその後も産婦人科専門医として  

働き続けています。女性の深い世界の入り口により多くのプライマリケア医をお連れしようと画策する中、コスプレ劇  

みたいなケアネットDVD「頼られる女性のミカタ」を作りましたが趣味は決してコスプレではなく、茶道、性教育、寺社  

仏閣巡り、女性と貧困、そして家事育児（1歳、3歳子育て中のワーママ）です。リバプール熱帯医学校リプロダク  

ティブヘルスディプロマ。性暴力被害者センターひょうご運営委員。NPO法人女性    医療ネットワーク理事。同志社  

女子大学非常勤講師。  

井村洋先生 飯塚病院  副院長  兼  総合診療科部長  

藤田保健衛生大学で研修、その後も大学の人事で市中病院勤務し、開業医を継ぐつもりで、我流でエセ  

総合内科医を続けていたのに、運命に流されるように現職にいたっております。仕事選びは、Dest inyです。  

現在の主たる活動は、重装備救急総合病院の総合内科外来診療と、週に一回の雇われ開業診療外来です。  

病院と診療所の場所の変化に対応して、自分自身の判断や態度も変化することを楽しんでいます。  

救急外来でも一般外来でも必要な何かを、お伝えできるように健闘します。  

小淵岳恒先生 福井大学医学部附属病院 総合診療部講師  

2000年福井医科大学卒。5年一般消化器外科医として勤務後、寺澤教に入信。家族とERとハンドボールを  

こよなく愛する男、「ハンドボールバカ」といわれつつ夜勤明けでも練習に参加してます。自称初期研修医 ・  

後期研修医教育担当、自分も成長しながら愛情と熱意をもって教育してます！寺澤先生とはじめた企画を  

引継ぎ、「明日から使える！」をキーワードに日々面白くてためになる症例をERアップデートのために集めては  

仕事をしています。今回もたくさんの症例を準備しております、みんなで楽しみながら知識をアップデートしましょう♪  

今明秀先生  八戸市立市民病院  副院長  兼  救命救急センター所長  兼  臨床研修センター所長  

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年より青森県で救急発展途上地域の開発に挑む。三次救急集中治療と ERを両立できる  

救急医を養成したい。ブログ見てね。  h t tp : / /劇的救命 . jp  

寺澤秀一先生  福井大学医学部  地域医療推進講座教授  

昭和51年金沢大学医学部卒業。同年沖縄県立中部病院研修医。昭和55年同病院救急外来専従医師。  

昭和56年北米（トロント総合病院、デンバー総合病院）で救急医学研修。昭和 58年福井県立病院  

救急外来専従医。平成11年福井医科大学救急部助教授。平成12年福井医科大学救急医学講座教授。  

平成14年福井医科大学総合診療部教授。（救急部長、総合診療部長併任）。平成 15年福井大学  

医学部附属病院副院長。平成23年「教育に専念したいので --」と、この数年懇願して、やっと副院長を  

辞めさせていただきました。  

冨岡譲二先生  米盛病院 副院長 救急部長 

昭和36年に宮崎県の田舎で生まれる。昭和61年佐賀医科大学医学部卒業。農村医療を志したのですが、  

その前にまず救急医療を学ばなくては、ということで日本医科大学救急医学教室に入局し、結局そのまま救急 の  

道を歩んでいます。大学病院、国立病院、民間病院、一人診療所長などを経験し、国内外の災害現場に も  

出かけ、この10年はヘリにもかかわっている「地に足が付いていない救急医」です。現在は鹿児島で全く新しい  

救急医療施設を作ろうとしています。  https : / /www. facebook .com/yonemor iER /  

林寛之先生  福井大学医学部附属病院  総合診療部教授  

笑いが絶えない救急総合診療を目指してます。若者達の臨床留学を実現する手助けを全力で助けたい！  

合言葉は「Th ink  g loba l ly,  act  loca l l y ! 」。一緒に夢をつかもう！語学センターや大学院、指導医など  

専門医取得後の若先生スーパーサイヤ人化計画進行中。愛と希望と汗と勇気 ( ? )の後期研修医募集中！  

カナダ医師免許と育児休暇取得が自慢。レジデントノートの連載に目をこすりつつ、夜な夜な頑張ってまぁす。  

今年も最強の講師陣であなたを迎えます。セミナー後は賢くスマートな「できる医師」に大変身しちゃいましょう。  

ではまた沖縄でお会いしましょう！ (^o^)/~~~ 

箕輪良行先生  JCHO 東京高輪病院  総合診療研修顧問  

とうとう留年を重ねた聖マリアンナ医大を10年で卒業しました。ほとんど賞味期限切れです。幸いやりたいことと  

できることを十分にやらせてもらい満足のいく大学時代となりました。 4本の河川を渡り千葉、東京、  

神奈川と往復4時間の通勤で後半、少し疲れました。これからは第3の人生と称して、下り坂を  

下りるように、臨床の経験と教育経験を活かして年金兼業医者で楽しみます。  

、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 。

年同病院救急外来専従医師。



このたびERアップデート in沖縄2016へご参加される皆様方へ、㈱ JTBコーポレートセールス  法人営業東京多摩
支店より、特別料金での宿泊プランのご案内を申し上げます。この宿泊プランは、当社の企画・実施する募集型
企画旅行にてご用意させて頂きます。  

設定期間・ご旅行代金  

旅行期間  2016年7月1日（金）～3日（日）＜2泊3日＞  

宿泊利用ホテル  沖縄残波岬ロイヤルホテル（セミナーも同ホテルでの開催となります。）  

 〒904-0328沖縄県中頭郡読谷村字宇座1575  

 TEL>098-958-5000 FAX>098-958-3970  

定  員  100名様  

ご旅行代金  お一人様＠  ¥27,800 二名様１室ご利用時（ツイン2泊2朝食付・税サービス料込／以下同様）  

 ＊一人部屋（ツインのシングルユース）ご利用の場合、お一人様@¥45,300 

 ＊三人部屋（トリプル）ご利用の場合、お一人様@¥22,700 

 ＊四人部屋（  4ベッド）ご利用の場合、お一人様@¥20,500 

申込受付期間 2016年4月1日（金）～2016年6月17日（金）  

 （尚、定員になり次第締切となりますのでお早目のお申込をお勧めいたします。）  

 ＊ご家族・ご友人等セミナー出席者以外の同伴者もお申込みいただけます。  

添乗員  残波岬ロイヤルホテルでのセミナースケジュール内のみ同行致します。  

最少催行人員 80名様   但し、この人数はセミナーの参加者の人数となります。この人数に同伴者は含みません。 ）  

 

 

 

 

 

 
 

お申込要項  

お申込方法  WEB登録または専用申込書にてお申込みを承ります。 WEB申込みの場合「宿泊プラン／交通のお申し  

            込み」に必要事項を登録ください。専用申込書の場合、添付の「宿泊お申込書」に必要事項をご記入の上、    

            ㈱ J TBコーポレートセールス  法人営業東京多摩支店までご郵送・ EメールまたはFAXにてご連絡願います。  

            お申込確認後、宿泊手配（台帳登録）させて頂き、参加者各位  （代表者）  にご郵送又はEメールにて    

            ご連絡および代金お振込のお願いを申し上げます。  

振込先  みずほ銀行  十二号支店  普通預金１１４４４６５  株式会社JTBコーポレートセールス  

部屋割  ご友人と一緒に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  

            同室にて手配させていただきます。  

宿泊取消料   

 

 

 

 

航空便手配  航空便予約は申込み開始日から可能です。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、ご自身で手配される際はお早目の手配をお勧めいたします 。            

前泊・後泊       一人部屋：お一人様19 ,700円（１泊朝食付）、二人部屋：お一人様10 , 80 0円（１泊朝食付）  

              三人部屋：お一人様   9 , 400円（１泊朝食付）、四人部屋：お一人様   8 , 300円（１泊朝食付）  

 交通・前泊・延泊を希望される方は前泊・後泊□欄にチェック及び希望日ご記入の上、お申込みください。  

日程 行程（往復の交通費は含まれておりません） 食事条件 

7/1（金） 自宅または各地 →（交通はお客様負担。弊社手配も可能です）→残波岬ロイヤル 

ホテルチェックイン   セミナー参加後 残波岬ロイヤルホテル宿泊 

朝× 昼× 夕×（セミナー参加者の夕食は

、ｾﾐﾅｰ参加費用に含まれております。） 

7/2（土） セミナー参加後 残波岬ロイヤルホテル宿泊 朝○ 昼× 夕× 

7/3（日） セミナー参加後 残波岬ロイヤルホテルチェックアウト →（交通はお客様負担。弊社手配も 

可能です）→ 各地または自宅 

朝○ 昼× 夕× 

契約解除の日 取消料 契約解除の日 取消料 

旅行開始日の21日前まで 無料 旅行開始日の前日 旅行代金の40％ 

旅行開始日の8日前～20日前 旅行代金の20％ 旅行開始当日(18時まで)の解除 (連絡あり) 旅行代金の50％ 

旅行開始日の2日前～7日前 旅行代金の30％ 当日18時以降の解除又は無連絡の不参加 旅行代金の100％ 

【イメージ】 

【イメージ】 

JTB 「ERアップデート特別宿泊プラン」の紹介 ※以下はセミナーとは別のお申込みになります 

 【旅行企画・実施】株式会社JTBコーポレートセールス 東京都千代田区霞が関3−2−5  霞が関ビルディング  

 ＜観光庁長官登録旅行業第1767号＞  ＜一般社団法人日本旅行業協会正会員＞  ＜旅行業公正取引協議会会員＞  

 【お申込み・お問合せ先】  JTBコーポレートセールス  法人営業東京多摩支店 担当：井上 ・ 河野 

 TEL: 042-521-5551(代) ／ FAX: 042-521-5558 ／ email: erupdate@bwt.jtb.jp 

 営業時間：09:30～17:30（土・日曜・祭日休み）  

 〒190-0023 東京都立川市柴崎町2-12-24 MK立川南ビル3階  総合旅行業務取扱管理者：小林健太郎  

 総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱う営業所での取引の責任者です。この旅行の契約に関し、担当者からの説明にご不明な  

 点がありましたら、ご遠慮なく上記の総合旅行業務取扱管理者にご質問ください。  


