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今年もまた暑い夏がやってくる！
熱い仲間と熱い時間を！この夏臨床漬けになりたい君のための2日間！
General Mindをもった医学部５年生、
６年生のみなさん、
今年もお部屋にいながら、General Internal Medicine（GIM）を勉強しましょう！
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旭中央病院＆国内各地から皆さんのお部屋へ
対象

この夏臨床漬けになりたい医学部５年生・６年生

お申し込み要領

WEBサイト https://www.resident.bz へアクセス

参加費

無料

お問い合わせ先

E-mail：ikyoku@hospital.asahi.chiba.jp
Phone：0479-63-8111
総合病院国保旭中央病院臨床教育センター 髙木

募集開始 2022年7月4日〜
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これであなたも名シェフに −国試の料理法教えます−

池田 正行（香川大学）

患者と向き合う医療

山中 克郎（福島県立医科大学会津医療センター 総合内科）

菌血症を見逃さずに診察しよう

本田 仁（藤田医科大学 感染症科）

不明熱へのアプローチ

鈴木 富雄（大阪医科薬科大学病院 総合診療科）

明日から役立つ神経解剖

杉田 陽一郎（東京ベイ・浦安市川医療センター 神経内科）

旭フィジカルクラブ

平島 修（徳洲会奄美ブロック 総合診療研修センター）

内科ER

塩尻 俊明（総合病院国保旭中央病院 総合診療内科）

診断エクセレンス 〜DxEx〜

徳田 安春（群星沖縄臨床研修センター）

水戸協同病院 闘魂カンファ オンライン

小林 裕幸（筑波大学附属病院 水戸地域医療教育センター 水戸協同病院 総合診療科）

代謝性アシドーシスを本当に理解していますか？

柴垣 有吾（聖マリアンナ医科大学 腎臓・高血圧内科）

呼吸器疾患に馴染んでみよう

喜舎場 朝雄（沖縄県立中部病院 呼吸器内科）

こどもの嘔吐、どうすれば？

小林 宏伸（総合病院国保旭中央病院 小児科）

ERの事件簿 −”真”の原因は？−

坂本 壮（総合病院国保旭中央病院 救急救命科）
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6日 土
これであなたも名シェフに −国試の料理法教えます− 池田 正行（香川大学）

煮ても焼いても食えないと思った問題が、ああら、不思議。学生と指導医が一緒になって味わえる美味しい教材に！

患者と向き合う医療

山中 克郎（福島県立医科大学会津医療センター 総合内科）

新型コロナ感染症は医療に大きなインパクトを与えました。適切な検査をしても原因がよくわからないMUS
（ medically unexplained
symptoms)を訴える患者が増えているように感じます。原因不明の症状を訴える患者と、
どのように向き合うべきか考えてみたいと思い
ます。

菌血症を見逃さずに診察しよう

本田 仁（藤田医科大学 感染症科）

菌血症は、実はよくみられる疾患です。ERを含む外来でも、入院でも遭遇する可能性がありますので、
これらの患者を適切に見つけることが
できるプラクティスと考え方をみにつけましょう。

不明熱へのアプローチ

鈴木 富雄（大阪医科薬科大学病院 総合診療科）

以前もこのセミナーで行い大変好評であった不明熱へのアプローチを再度取り上げます。学生さん向けに分かり易く解説します。

明日から役立つ神経解剖

杉田 陽一郎（東京ベイ・浦安市川医療センター 神経内科）

神経解剖は暗記で苦手というイメージが強いかもしれませんが、実は一見遠回りのようですが哺乳類の発生学を学ぶと理解しやすくなりま
す。臨床で役立つ髄節と末梢神経の解剖知識を解説します。

旭フィジカルクラブ

平島 修（徳洲会奄美ブロック 総合診療研修センター）

フィジカルクラブは、今年で10周年を迎えます。ベッドサイドで悩むこと、そして学ぶことこそ真の
（リアルの）
医療と考えて活動しています。
実践を見据えた手あての医療を身体を使って学びましょう！聴診器と情熱を持ってご参加ください！

内科ER

塩尻 俊明（総合病院国保旭中央病院 総合診療内科）

救急外来を想定し、問診と身体所見を考えながら症例検討を行います。

7日 日
診断エクセレンス〜DxEx〜

徳田 安春（群星沖縄臨床研修センター）

医療の質と安全の向上を目指す医療界で最近注目されている診断エクセレンスについて学習します。従来型の診断エラー予防目的だけで
はなく、医療安全、パブリックヘルス、
コストも考慮すべきという概念です。今回は現場の医療者に役立つために、いくつかの重要疾患をもと
にした、具体的な診断エクセレンスのあり方を示します。

水戸協同病院 闘魂カンファ オンライン

小林 裕幸（筑波大学附属病院 水戸地域医療教育センター 水戸協同病院 総合診療科）

当院名物の闘魂外来のオンライン版で、
ケースカンファレンスを行います。問診、
診察、
鑑別診断と臨床推論をグループですすめていきます。

代謝性アシドーシスを本当に理解していますか？

柴垣 有吾（聖マリアンナ医科大学 腎臓・高血圧内科）

医学部の授業で代謝性アシドーシスの勉強はもう済んでいることでしょう。血液ガスの読み方や、原因疾患、治療など・
・
・。でも、次の質問に
答えられますか？代謝性アシドーシスって何が問題なの？アニオンギャップのアニオンって何？乳酸って悪者？善人？ケトーシスとケトアシドー
シスって何が違うの？これらの質問は分かっていて当然なはずの現場の医師も良く分かっていない事が多いのです。皆さんは医学生のうち
に、代謝性アシドーシスという病気の本質を理解して欲しいと思います。

呼吸器疾患に馴染んでみよう

喜舎場 朝雄（沖縄県立中部病院 呼吸器内科）

呼吸器内科領域の本質に迫るには原点である問診と解剖を意識した身体診察が中心になる事を一緒に共有していきましょう。

こどもの嘔吐、
どうすれば？

小林 宏伸（総合病院国保旭中央病院 小児科）

救急外来を受診するこどもの主訴で、発熱や気道症状とともに多いのが嘔吐です。どんなことを考えて対応すればよいでしょうか。一緒に考
えてみましょう。

ERの事件簿 − 真 の原因は？−

坂本 壮（総合病院国保旭中央病院 救急救命科）

救急外来へは様々な患者が来院します。コモンな疾患に出会う頻度が高いですが、思わぬ原因が潜んでいることも少なくありません。実際
に経験した症例を元に、救急診療の醍醐味を味わいましょう。

「GIM Intensive Review 2022」を開催にあたって
General mind をもった医学部 5、6 年生のみなさんを対象にしたセミナーを今年も開催致し
ます。臨牀医学への学習意欲に燃えるみなさんに参加していただき、明日からの学習に役
立てていただきたいと考えております。
今回も総合的な医療を展開していく上で基本となる領域を、各界で活躍されている先生方
にインストラクターをお願いし、２日間にわたり Intensive に Review していきます。
昨年に引き続き、今年も社会情勢を踏まえて、オンラインによる webinar 形式で開催するこ
とといたしました。自宅に居ながら気軽に参加できるメリットがあり、リラックスして学習でき
る点が webinar の最大のメリットです。残念ながら例年恒例のセミナー後の大懇親会は開
けませんが、充実した２日間になるよう準備して参りますので、この夏臨床漬けになりたい
と考える多くのみなさまのご参加を心からお待ちしています。

国保旭中央病院
総合診療内科
塩尻 俊明

●スケジュール
８月６日（土） ＜DAY 1＞
9:00 - 9:30

エントリー

9:30 - 9:40

開会のご挨拶・日程説明

9:40 - 10:40

国師の料理法

10:40 - 10:50

休 憩

10:50 - 11:50

患者と向き合う医療

11:50 - 12:00

休 憩

12:00 - 13:00

敗血症

13:00 - 13:30

Lunch Time

13:30 - 14:30

不明熱

14:30 - 14:40

休 憩

14:40 - 15:40

神経解剖

15:40 - 15:50

休 憩

15:50 - 16:50

旭フィジカルクラブ

16:50 - 17:00

休 憩

17:00 - 18:00

内科ER

池田
山中
本田
鈴木
杉田
平島
塩尻

８月７日（日） ＜DAY 2＞
9:00 - 9:30

エントリー

9:30 - 10:30

診断エクセレンス

10:30 - 10:40

休 憩

10:40 - 11:40

水戸協同病院 闘魂カンファ

11:40 - 11:50

休 憩

11:50 - 12:50

代謝性アシドーシス

12:50 - 13:30

Lunch Time

13:30 - 14:30

呼吸器疾患

14:30 - 14:40

休 憩

14:40 - 15:40

こどもの嘔吐

15:40 - 15:50

休 憩

15:50 - 16:50

ERの事件簿

16:50 - 17:00

閉会式

徳田
小林（裕）

柴垣
喜舎場
小林（宏）

坂本

