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1日目 5月19日（土曜日）
Time Room Topic Speaker

12:00 受付開始 Registration

13:00 白翁会ホール（Main Room） 開始の挨拶 Greeting Dr.Goldman, Dr.林, Dr.藤谷

13:15-15:25 全体セッション 最新リサーチ/エビデンス/レクチャーリレー（各20分 20min）

13:15
白翁会ホール（Main Room）
全体（EM)

診療が変わる！救急診療における最新重要論文
Papers in Emergency Medicine that May Change My Practice

林 寛之

13:35
白翁会ホール（Main Room)
全体（PEM/Peds）

診療が変わる！小児救急診療における最新重要論文
Papers in Pediatric Emergency Medicine that May Change My Practice

Ran D Goldman

13:55 Break (5min)

14:00
白翁会ホール（Main Room）
全体（CCM)

集中治療診療をかえる重要論文
Papers in Critical Care Medicine that May Change My Practice

藤谷 茂樹

14:20
白翁会ホール（Main Room）
全体（FM)

診療が変わる！家庭医療科における重要論文
Papers in Family Medicine that May Change My Practice

許 智栄

14:40
白翁会ホール（Main Room）
全体（GIM）

最新論文を斬る！
Papers in GIM that May Change My Practice

徳田 安春

15:00 Break (10min)

15:10-15:50 （選択セッション） Dr.Gセッション：Dr.Gと熱くディスカッション！ （各40分 40min）

15:10
ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝﾙｰﾑ②
（GIM）

★Dr.Gセッション
GIMのスペシャリストと熱くディスカッションしよう！

筒泉 貴彦

15:10
ｳｪｯﾄﾗﾎﾞ
（CCM)

★Dr.Gセッション
ICUで困った時のトラブルシューティング法教えます

藤谷 茂樹

15:10
講師控室
（EM）

★Dr.Gセッション
ありゃ、コマッた！神様仏様CT様が役立たない！
“Oh! You’ve come in coma, and I’ve come to “Comatta!” When CT is useless”

林 寛之

15:10
ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝﾙｰﾑ①
（PEM/Peds）

★Dr.Gセッション
こどもの診療って何を考えて、どうするの？

笠井 正志

15:50 Break (10min)

16:00-16:40 （選択セッション） スキルセッション：自分のスキルをさらに高めよう！ （各40分 40min）

16:00
ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝﾙｰﾑ⑤
（GIM）

プライマリケアで役立つ骨折読影法
Radiographic image interpretation for fractures in primary care

小淵 岳恒、筒泉 貴彦

16:00
セミナー室①
（FM）

高齢者診療、困った時のCGA！高齢者総合的機能評価
Use CGA when you are in trouble in elderly patients. 

許 智栄、楠川 加津子

16:00
ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾙｰﾑ
（CCM)

『どれがお好み？ビデオ喉頭鏡で結果にコミット！
～Airwayを制して救急を制す～』

Which do you like? How to manage Difficult Airway.

東 裕之、瀬良 誠、永井 秀哉
和田 亨、茂見 瞭

16:00
ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝﾙｰﾑ⑦
（EM）

妊婦が外来にやってきた！
When the pregnant women Go Marching in !

宮本 雄気

16:40 白翁会ホール集合

16:50 白翁会ホール（Main Room）
1日目のまとめ
Summary of day 1 and end of day

Dr.Goldman, Dr.林、Dr.藤谷

18:00 サニーサイド 懇親会 大学近くレストラン



2日目 5月20日（日曜日）
Time Room Topic Speaker

8:00-8:30 受付開始 Registration

8:30 白翁会ホール（Main Room）
医師としてこの荒波時代をどう切り抜けるか？
“Lifehack as a physician!!”

Dr.Goldman, Dr.林, Dr.藤谷

9:00-10:20 全体セッション 各分野のショートレクチャーリレー メジャーなトピックス＋重要論文 (15min)

9:00
白翁会ホール（Main Room）
全体（GIM)

ケースで診る総合内科アップデート
“Update General Internal Medicine looking at the case”

徳田 安春

9:15
白翁会ホール（Main Room)
全体（PEM/Peds）

小児における血液培養の考え方
“Update the way of thinking for blood culture in children.”

笠井 正志

9:30 Break (5min)

9:35
白翁会ホール（Main Room）
全体（EM)

もっとわかる敗血症～qSOFAの裏側に迫る！～
“You can see more sepsis. Approaching on the back side qSOFA!”

神川 洋平

9:50
白翁会ホール（Main Room）
全体（CCM)

集中治療における循環管理
“How to Circulation management in Intensive Care Unit.”

安宅 一晃

10:05
白翁会ホール（Main Room）
全体（GIM）

Self-limitedな疾患は診れていますか？
“Can you make a diagnosis “Self-limited” diseases? “

川島 篤志

10:20 Break (10min)

10:30-11:00 （選択セッション） 同時進行セッション （各30分 30min） ワークショップ①

10:30
ウェットラボ (Wet lab)
（EM）

POISON～言いたいことも言えないこんな・・・～
“First Aid for intoxicated patient !”

岡田 信長

10:30
ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝﾙｰﾑ① (Simulation room①)
（FM)

あなたもやってみたくなる！明日からできる禁煙支援
“You can do it !  I’ll be a good smoking control supporter!”

楠川 加津子

10:30
講師控室 (lecture room)
（EM）

ようこそECGの館へ！ この謎が君に解けるか？
“Welcome to EKG house! Can you escape from EKG labyrinth?”

小淵 岳恒

10:30
ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝﾙｰﾑ② (Simulation room②)
（GIM）

福井横断！感染症クイズ！
“Trans-FukuiUltra Quiz (infection disease ver.)”

森田 浩史

11:00 Break

11:10-11:40 （選択セッション） 同時進行セッション （各30分 30min）ワークショップ②

11:10
セミナー室① (Seminar room①）
（GIM）

主治医として「がん検診」は語れますか？語る必要性はありませんか？
“Can you talk about ”Cancer Screening” with your patients as a Family physician?”

川島 篤志

11:10
ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝﾙｰﾑ⑦ (Simulation room⑦）
（CCM）

SSCG2016に基づく敗血症性ショック＋αの管理
～あなたはその時、どのように考え行動しますか？～
“How to manage the septic shock patients based on SSCG2016”

中村 通孝、岩永 航

11:10
ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾙｰﾑ (Training room)
（EM）

Trauma Ultrasound vs Shock Ultrasound ① （②とセットでお申し込みください）
～キミの苦手はどっち？～
“Trauma Ultrasound vs Shock Ultrasound”

瀬良 誠、東 裕之、永井 秀哉
和田 亨、茂見 瞭

11:10
ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝﾙｰﾑ⑤ (Simulation room⑤）
（PEM/Peds）

「ひねり」の効いた小児救急診療
“Pediatric ER Cases With a Twist”

Dr.Goldman

11:40 Break

11:50-12:20 （選択セッション） 同時進行セッション （各30分 30min）ワークショップ③

11:50
セミナー室① (Seminar room①）
（GIM）

渡航者感染症に強くなる～外国帰りの人が救急外来にやってきた！～
“Travel Medicine” Can you manage the patient from foreign countries?”

武部 弘太郎

11:50
ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝﾙｰﾑ⑦ (Simulation room⑦）
（EM)

ERクイズてんこ盛り！やめときゃ良かった「山田式」
“Assorted Emergency Medicine Quiz”

山田 直樹

11:50
ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾙｰﾑ (Training room①）
（EM）

Trauma Ultrasound vs Shock Ultrasound ② （①とセットでお申し込みください）
～キミの苦手はどっち？～
“Trauma Ultrasound vs Shock Ultrasound”

瀬良 誠、東 裕之、永井 秀哉
和田 亨、茂見 瞭

11:50
ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝﾙｰﾑ⑤ (Simulation room⑤）
（PEM/Peds）

「ひねり」の効いた小児救急診療
“Pediatric ER Cases With a Twist”

Dr.Goldman

12:20 Break＋Move to Main room 休憩＋白翁会ホールへ移動

12:30 白翁会ホール（Main Room）
２日目のまとめ＋修了式
Summary of day 2 and end of day

Dr.Goldman, Dr.林、Dr.藤谷

12:45 写真撮影・解散


