
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 https://www.erupdate.jp / Mai l  support@erupdate.jp 

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

ERアップデート  2018  in 沖縄 
日程 2018年 7月 6日［金］ ～ 7月 8日［日］  

場所 Royal Hotel 沖縄残波岬 

        ＊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、懇親会以外の食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「日常の研修では  学ぶことの  

できない」知識と技術が満載の、救命救急＆総合診療系セミナー『ERアップデート』  

夏の沖縄に全国から集結した、熱い志を持つ研修医の先生方と共に語り合い、  

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 ! !  

・詳細はWebサイト https://www.erupdate.jp / から最新のパンフレットを 

 ダウンロードの上、内容をご確認ください。  

・お申し込みはWebサイトの「お申し込み」から承ります。またはダウンロードいただいた  

 申込書にご記入の上、メールまたはFAXでもお申し込みいただけます。  

・事務局より、メールまたはFAXにて「仮登録のお知らせ」をお送りいたしますので、 

 １週間以内に参加費をお振込みください。お振込みをもって正式登録となります。  

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

お申込みについて  ※ 開催1ヶ月前（6月5日）以降にキャンセルされた場合、参加費の返還には応じかねますので 

 ご注意ください。但し、最少催行人数80名に満たなかった場合は中止として全額返還いたします。 

☆当セミナーは救急科専門医育成を応援しています☆ 

 救急科専攻医募集はこちら→ 

https://www.erupdate.jp/
mailto:support@erupdate.jp
https://www.erupdate.jp/
https://www.erupdate.jp/
http://qqka-senmoni.com/


15:00 -  15 :50 セミナー受付  

16 :00 -  16 :15 Welcome Speech  林   寛之  

16 :15 -  16 :45 プレゼンの達人  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 .  脈拍 IOOの次は IOI  今   明秀  

 2 .  この嘔吐はいったい・・・  ～嘔吐を解剖する～  林  寛之  

 3 .  渡航者感染  徳田安春  

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）※1）詳細は下記をご参照ください。  

7:30 -  8 :00 内分泌性発熱  徳田安春  

8 :00 -  8 :30 目の前で痙攣が起きたら・・  上田剛士  

8 :30 -  9 :00 風邪だと思ったら・・・  井村  洋  

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  ※2）詳細は下記をご参照ください。  
 

10:00 -  16 :30 フリータイム  
 

［11 :45  -14 :00］  -Clearance Sess ion-  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 .  入れたけどうまく抜ける？  箕輪良行  

 5 .  意外と役立つ動機付けの技法  井村  洋  

 6 .  BPPVを耳石置換法で治しちゃおう  上田剛士  

 7 .  骨折り損のくたびれもうけ  ～骨折・脱臼の診かた教えます～  小淵岳恒  

 
7:15 -    朝食（会場にご用意いたします）※1）詳細は下記をご参照ください。  

7:30 -  8 :00 失神は面白いぞ !?  箕輪良行  

8 :00 -  8 :30 やばい胸部外傷、ちょろい胸部外傷  今  明秀  

8 :30 -  9 :10 研修医当直御法度外伝  寺澤秀一  

9:10 -  9 :40 Visual  Diagnosis  in ER,  Par t  20  小淵岳恒  

9:40 -  10 :00 質疑応答  & 修了証授与  

10 :00   解散  

7月6日［金］  

7月7日［土］  

7月8日［日］  

朝食について  ※1  

4頁の「ERアップデート特別宿泊プラン」または  

ご自身で朝食付の宿泊プランを手配された  

先生は会場内の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）  

それ以外の先生も別途2,000円〈税込〉にて  

朝食をお召し上がりいただけます。  

「研修病院自慢」発表者募集  ※2  

ご自身の施設を紹介していただける先生  

（1施設あたり5分程度）を募集中です！  

ご希望の先生はお申し込みの際に、その旨も  

併せてご記入ください。  

５月初旬頃、事務局よりご連絡いたします。  

「ERアップデート2018in東京ベイ」（2018年2月）に参加された先生の感想  ＊アンケートより  

 ・  短い期間でしたが、大変勉強になりました。ありがとうございました。（卒後2年目）  

 ・  初期/後期研修への教育方法・内容をいつも参考にさせて頂きます。ありがとうございます。  

  （卒後10年目）  

 ・  インフルエンザの流行時期、繁忙期で休みにくい。でも、いい休みになった。（卒後32年目）  

Time Table ※敬称略 



 講師紹介頁                                                      <五十音順>                              

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、我流エセ  

総合内科医をしていたところ、運命に流されるように高度急性期病院の総合内科と家庭医プログラムの運営を  

行うようになりました。自分探しとは真逆の仕事選択です。初期研修医に対して救急外来・救急入院技能の  

教育開発を行ってきた経験を生かした内容を提供します。  

上田剛士先生  洛和会丸太町病院 救急・総合診療科部長 

2002年名古屋大学卒業。現在は京都市内の小さな病院で、全てを診られる医者になりたいという野望を  

持ちながら、救急・集中治療・内科病棟・外来・往診をすべて一括して診療するというスタイルで働いています。  

最大のパフォーマンスを引き出すには、適度な緊張と、思いっきり楽しむこと。職場の笑顔にも自信があります。  

たまには、、苦笑いもありますが。  

小淵岳恒先生  福井大学医学部附属病院 総合診療部講師  病棟医長 

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  病院長  兼  臨床研修センター所長  

1983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。  

2004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  

養成してきた。研修医教育と ,救急医育成に力を入れる。2017年より病院の舵取りを任せられた。  

寺澤秀一先生  福井大学医学部  地域医療推進講座  特命教授  

沖縄県立中部病院、トロント大学、福井県立病院を経て、2000年から福井医科大学救急医学教授、  

2002年に総合診療部教授、2010年に地域医療推進講座教授、2017年定年退官。  

地域医療推進講座の特命教授として、業務延長となりました。今後は研修医の先生方がＥＲで経験した  

冷や汗症例を優しく振り返る、楽しいカンファランスを全国でさせていただきたいと思っています。  

徳田安春先生  群星沖縄臨床研修センター プロジェクトリーダー 兼 センター長 

琉球大学医学部卒。沖縄県立中部病院、聖路加国際病院、水戸協同病院、 JCHO本部などを経て、  

2017年より現職。群星沖縄臨床研修センターは沖縄県内の研修病院アライアンスであり、参加病院は  

豊見城中央病院、南部徳州会病院、沖縄協同病院、ハートライフ病院、大浜第一病院、浦添総合病院、  

中部徳州会病院、中頭病院など。燃えるフィジカルアセスメントと総合診療医からの健康アドバイスの、  

ほぼ日刊のブログを２本配信中。  

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  みさと健和病院  救急総合診療研修顧問  

1979年に自治医大を卒業して35年間ほど自分で良いと信じた仕事をできました。試験のハードルを越え続けた  

学生であった第1の人生、社会的役割を果たした第2の人生、4年前から第3の人生と考えています。  

この間にカミさんとEU圏内を100日間で1万9千㎞ドライブしてきました。三宅島に通いながら、みさと健和病院で  

研修医に付き合わせてもらったりして年間170日は医者をやって、残りは上達しないけど大好きな  

剣道とアルトサックスを稽古して年間100冊の読書を楽しんでいます。  



このたびERアップデート2018 in沖縄へご参加される皆様方へ、㈱ JTB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  2018年7月6日（金）～8日（日）＜2泊3日＞  

宿泊利用ホテル  Roya l  Hote l  沖縄残波岬（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1 57 5／TEL>0 9 8-9 5 8-5 0 00／FAX>0 98 -9 5 8-3 9 70   

定  員  100名様  

ご旅行代金  お一人様30,400円  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49,800円  

 ＊三人部屋（トリプル）ご利用の場合、お一人様25,600円  

 ＊四人部屋（  4ベッド）ご利用の場合、お一人様22,400円  

申込受付期間  2018年4月2日（月）～2018年6月15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  Roya l  Hote l  沖縄残波岬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    

 

 

 

 

 

 

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、㈱JTB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 

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 ,800円（1泊朝食付）、二人部屋：お一人様12 ,400円（1泊朝食付）  

 三人部屋：お一人様   9 , 900円（1泊朝食付）、四人部屋：お一人様   8 , 800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 

7/6（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）→Royal Hotel 沖縄

残波岬 チェックイン  セミナー参加後 Royal Hotel 沖縄残波岬 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。） 

7/7（土） セミナー参加後 Royal Hotel 沖縄残波岬 宿泊 朝○ 昼× 夕× 

7/8（日） セミナー参加後 Royal Hotel 沖縄残波岬 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％ 

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し込みになります 

 【旅行企画・実施】株式会社JTB  東京都品川区東品川2－3－11 

 ＜観光庁長官登録旅行業第64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】株式会社JTB 東京多摩支店 担当：井上 ・ 河野 

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

 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：保科  弘明 

 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。  


