
ERアップデート 
 in 東京ベイ 2018 

・Webサイト https://www.erupdate.jp / から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。 

・Webから直接、または申込書のメール添付やFAXでもお申し込みいただけます。 

・事務局より、仮登録のお知らせ（メールまたはFAX）到着後、１週間以内に 

 参加費をお振込みください。参加費の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 

お申込みの流れ 

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 

ご質問等はお気軽にお問合せください 
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※ 開催1ヶ月前（12月26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。 

会場 

対象 

定員 

費用 

主催 

☆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こ→ 
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2018年1月27日  [土]- 

           1月28日  [日] 

ホテルオークラ東京ベイ   

         ＜千葉県浦安市舞浜１−８＞ 

110名 

臨床研修医（後期含む／指導医・一般臨床医も可） 

59,800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 

臨床研修プログラム研究会 ／株式会社エスミ 

日時 

「明日から使える!」を合言葉に、最強の講師陣による講義とワークショップが満載の  

救命救急＆総合診療系セミナー『ERアップデート』はこの冬24回目を迎えました！ 

2018年の冬はTDR®のオフィシャルホテルを舞台に「日常の研修では学ぶことの 
できない」知識と技術がぎっしりつまった2日間を予定しています。 

全国の熱い志を持つ研修医の先生方と共に磨き合い、勉強と遊びの双方に充実した 
時間を過ごしてみませんか? この機会にぜひ、ご参加下さい！ 

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


 7:05 - 8:00 セミナー受付  & 朝食（会場内ブッフェ※1）  

 8:00 - 8:15 Welcome Speech 林 寛之 

 8:15 - 8:45 キラリと光る頭痛のネタ  林 寛之 

 8:45 - 9:15 リンリは感情、それとも論理？ 箕輪良行 

 9:15-  9:45 ERトラブル事例の教訓 寺澤秀一 

 9:45 - 9:55  - 休憩 ＆ 移動  – 

 9:55 - 12:05 ワークショップＡ  

    1. 知っ得！マイナーエマージェンシー  林 寛之 

    2. ようこそＥＣＧの館へ！ 小淵岳恒 

    3. ひと味違う風邪の説明の処方 山本舜悟 

 12:15 - 14:15 食べて、飲んで、つながろう！懇親会！  & 研修病院自慢コーナー！※2 

 14:15 - 14:20  - 休憩 & 移動  – 

 14:20 - 17:00 ワークショップＢ  

    1. 外傷初療 今 明秀 

    2. RUSHしよう！ 箕輪良行 

    3. 中毒は怖くない：ABCDアプローチとトキシドローム  冨岡譲二 

17:00-    - フリータイム  – 

 

Time Table 

※1- 会場のホテルに朝食付プランでご宿泊の先生のみ（受付に朝食券をお持ちください）。それ以外の 

 先生も別途2,700円〈税込〉で朝食をお召し上がりいただけます。 

※2- 自身の研修病院をご紹介いただける先生（1施設あたり5分程度）を募集しております。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。12月初旬に事務局よりご連絡いたします。 

• どの先生方のメッセージも心にひびくものでした。ぜひ帰って参加できていない             

同期に共有したいです。（卒後１年目） 

• 普段勉強する機会のないことをたくさん学べて良かったです。私は救急科志望              

なので、救急について熱く語る会とかあればもっと嬉しかったです。（卒後1年目） 

• 自己学習だけでなく、どの様にして人に教えると良いかという教育サイドの              

学習も出来て、とても良い3日間でした。（卒後10年目） 

 

前回（2017年7月・沖縄）参加された先生方のご感想 

 7:15 -  朝食（会場内ブッフェ※1）  

 7:30 - 8:00 ERで結核を疑うには！ 山本舜悟 

 8:00 - 8:30 いのちを救うということ 冨岡譲二 

 8:30 - 9:00 アナフィラキシー 今明秀 

 9:00 - 9:30 研修医当直御法度外伝 寺澤秀一 

 9:30 - 10:00 Visual Diagnosis in ER, Part 19 小淵岳恒 

 10:00 - 10:30 質疑応答 & 修了証授与 

 10:30   解散 

1月  28日［日］  
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※敬称略 

1月  27日［土］  



小淵岳恒先生 福井大学医学部附属病院 救急部講師 兼 医局長 

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 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。1998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一年間、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。  

冨岡譲二先生 米盛病院 副院長 兼 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/yonemoriER/ 

林 寛之先生 福井大学医学部附属病院 総合診療部教授 

若者達の踏み台になるために大学に異動。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「Think globally, work locally! 」。 

一緒に夢をつかもうぜ！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。TDRも近いし、勉強に恋に遊びに大いに楽しみましょう！勉強のみならず、TDRで 

脚力も鍛えられるなんてステキじゃない？今回も最強の講師陣でお待ちしております！講師と近い関係を   

持てるのがこのセミナーの良い所！どんどん話しかけてね！  

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。 

山本舜悟先生 京都大学医学部附属病院 臨床研究教育・研修部 特定助教 

専門は一般感染症、臨床疫学、ジョジョの奇妙な冒険。2002年京都大学医学部卒業、麻生飯塚病院 

初期研修。洛和会音羽病院、亀田総合病院、京都市立病院、神戸大学病院で勤務。2011年リヴァプー

ル熱帯医学校でDTM&H修了。臨床研究を学ぶ大学院に進学し、現在は教員をやっています。厚労省発

行の「抗微生物薬適正使用の手引き第一版」作成に関わりました。 

講師紹介〈50音順〉  
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このたびERアップデート in東京ベイ201８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 2018年1月27日（土）～1月28日（日） ＜1泊2日＞ 

 宿泊利用ホテル ホテルオークラ東京ベイ（セミナーも同ホテルでの開催となります。） 

   〒279-8585 千葉県浦安市舞浜１−８／TEL 047-355-3333  

 定 員 100名様 

 ご旅行代金  

 

 

 申込受付期間  2017年10月2日（月）～ １２月２５日（月） 

   （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歓迎いたします。 

 添乗員  ホテルオークラ東京ベイ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。） 

 

 

 

 

 
 

 

日程 行程（往復の交通費は含まれておりません） 食事条件 

1/27(土) 自宅または各地 →（交通はお客様負担。弊社手配も可能です） 

→ホテルオークラ東京ベイチェックイン   セミナー後 ホテルオークラ東京ベイ宿泊 

朝× 昼× 夜× 

セミナー参加者は昼食が含まれております。 

1/28(日) セミナー参加後 ホテルオークラ東京ベイチェックアウト 

 →（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× 夜× 

 

 【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：塚本  剛 

 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。  

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22 ,900円（１泊朝食付）、二人部屋：お一人様1 3 , 9 00円（１泊朝食付）  

                三人部屋：お一人様11 ,100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。  

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込みになります 

日程 1名様1室利用 2名様1室利用 3名様1室利用 

 1月27日（土）  33,800円  18,400円  14,200円 

※上記全て朝食付き・税・サービス料込 お一人様料金 

mailto:erupdate@bwt.jtb.jp

