第9回JHNセミナー
日米Hospital medicine Joint symposium The 9th JHospitalist Network seminar

JHospitalist network × Mayo Clinic コラボレーション
日米豪華講師陣による 内科ブラッシュアップセミナー

2018
【日 時】 2018年 9月29日（土）～30日（日） 【会 場】 聖マリアンナ医科大学
開催当日緊急連絡先： 044-977-8111 （森川・藤谷）
29日（土）12：30 ～ 18：45 （予定）
〒216-8511 神奈川県川崎市宮前区菅生2-16-1
・公共交通機関のご利用をお願いします。
30日（日 ） 8：00 ～ 12：55 （予定）
・小田急線、東急田園都市線、ＪＲ南武線のご利用が便利です。

Mayo Clinic の Hospital Medicine 部門の教授 Dr. James Newman、その他 Hospitalists をお招きし、
日米の指導医の協力のもと内科セミナーを開催します。今後、総合内科が急性期疾患入院患者を
診療するにあたり知っておくべき知識をブラッシュアップ！！
セミナー実行委員長
東京ベイ浦安市川医療センター 総合内科 平岡栄治
聖マリアンナ医科大学 集中治療部 藤谷茂樹

James Newman,M.D., M.H.A.

M. Caroline Burton, M.D.

Tamara Buechler, M.D., M.H.A.

Nancy Dawson, M.D.

Karyn Baum, MD, MSEd, MHA

David Rosenman, M.D.

Neel Shah, M.B., Ch.B.

英語のレクチャーには、時々、日本語でのサマリーを入れるように努めます。
質問は日本語でお受けします。

講師・座長・ファシリテーター一覧（敬称略、五十音順）
家 研也（聖マリアンナ医科大学・川崎市立多摩病院 総合診療内科）
今井 直彦（川崎市立多摩病院 腎臓内科）
江原 淳（東京ベイ・浦安市川医療センター 総合内科・呼吸器内科）
川畑 仁人
（聖マリアンナ医科大学 内科学（リウマチ・膠原病・アレルギー内科））
北野 夕佳（聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 救命救急センター）
北村 浩一（練馬光が丘病院 総合診療科）
國松 淳和（永世会 南多摩病院 総合内科・膠原病内科）
上月 周（済生会中津病院 循環器内科）
柴垣 有吾（聖マリアンナ医科大学 腎臓内科）
長浜 正彦（聖路加国際病院 腎臓内科）
萩野 昇（帝京ちば総合医療センター 内科（リウマチ））
平岡 栄治（東京ベイ・浦安市川医療センター 総合内科）
原谷 浩司（近畿大学 腫瘍内科）
藤井 修一（聖マリアンナ医科大学 集中治療部）
藤谷 茂樹（聖マリアンナ医科大学 集中治療部）
藤原 竜童（済生会中津病院 循環器内科）
八重樫 牧人（亀田総合病院 総合内科）
山崎 浩史（聖マリアンナ医科大学 循環器内科）
山田 徹（東京ベイ・浦安市川医療センター 総合内科）
吉野 俊平（飯塚病院 総合診療科）

【定 員】 150名
【対 象】 専攻医、初期研修医、後期研修医、指導医
【参加費】 20,000 円 （意見交換会：1日目終了後 29日（土）開催（懇親会）参加費別途 3,500 円）
【お申し込み方法】 平成30年9月14日（木）まで （定員になり次第締切）
JHospitalist Networkホームページ（URL：http://hospitalist.jp/）上 の「セミナー、勉強会のご案内ページ」内の
リンク先受付フォームにてお申し込みください。定員になり次第、締め切らせて頂きます。事前受付の
お支払いはクレジットカード・簡易銀行振込（ペイジー）・コンビニ決済がご利用いただけます。
【共催】 聖マリアンナ医科大学 救急集中治療部／総合診療内科、JHospitalist Network
【問合せ先】 第9回JHN セミナー事務局代行（（株）コンパス内）
〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目3-11 NCK ビル 5F
TEL：03-5840-6131 FAX：03-5840-6130 担当: 能登、濱

第9回JHNセミナー
１日目
【プログラム（予定）】
時間

9月29日（土）12：30 ～ 18：45 （予定）

英語のレクチャーには、時々、日本語でのサマリーを入れるように努めます。
質問は日本語でお受けします。
9/29（土） 内容 （敬称略）

12:00－12:30

受付

12:30－12:40

開会の挨拶

12:40－12:55

招待講演1 「Introduction to Hospital Medicine」
講師：James Newman, MD （Department of Hospital Medicine ,Mayo Clinic）
座長：平岡 栄治（東京ベイ・浦安市川医療センター 総合内科）

【病院本館３階 大講堂】

12:55－13:25
【病院本館３階 大講堂】

【病院本館３階 大講堂】 前

招待講演2 「Hospital medｉcine update 1」 (最新論文紹介+Hospital innovation)
講師：David Rosenman, MD (Department of Hospital Medicine , Mayo Clinic)
座長：平岡 栄治（東京ベイ・浦安市川医療センター 総合内科）

13:25－13:35

休憩 10分

13:35－14:05

招待講演3 「Hospital medｉcine update 2」 (最新論文紹介+Hospital quality)
講師：Tamara Buechler, MD (Department of Hospital Medicine , Mayo Clinic)
座長：八重樫 牧人（亀田総合病院 総合内科）

【病院本館３階 大講堂】

14:05－14:15

休憩 10分

14:15－14:45

招待講演4 「Hospital medｉcine update 3」 (最新論文紹介+Violent patient unit)
講師：Neel Shah,MD (Department of Hospital Medicine , Mayo Clinic)
座長：家 研也（聖マリアンナ医科大学・川崎市立多摩病院 総合診療内科）

【病院本館３階 大講堂】

14:45－15:05

15:05－16:35
レクチャー①
受講コース選択

16:35－16:55

16:55－18:25
レクチャー②
受講コース選択

18:25－18:45
18:45～

移動・休憩 20分
レクチャー①
①－1： 膠原病セッション 【教育棟４階４０１】 MAX 90名
・「膠原病診察の考え方と診察法」
川畑 仁人（聖マリアンナ医科大学 内科学（リウマチ・膠原病・アレルギー内科））
・「不明熱診療における膠原病」 國松 淳和（永世会 南多摩病院 総合内科・膠原病内科）
・「膠原病・血管炎の緊急病態 Rheumatic emergency」
萩野 昇 （帝京ちば総合医療センター 内科（リウマチ））
座長：江原 淳（東京ベイ・浦安市川医療センター 総合内科・呼吸器内科）
①－2： 腎臓内科セッション ＜Hospitalistに知って欲しい腎臓内科Clinical Pearls＞
【教育棟４階４０２】 MAX 90名
・「AKI マネージメント」 今井 直彦（聖マリアンナ医科大学 腎臓内科）
AKIの原因（薬剤含め）・診断・予防（ハイリスク同定）・治療（循環動態・血液浄化）
・「電解質・酸塩基緊急症」 長浜 正彦（聖路加国際病院 腎臓内科）
高・低Na血症、高・低K血症、代謝性アシドーシス・アルカローシス
・「透析患者の救急外来対応」 柴垣 有吾（聖マリアンナ医科大学 腎臓内科）
感染症、急性心不全（CS1） 高K血症（Fasting HyperK）・代謝性アシドーシス
座長：吉野 俊平 （飯塚病院 総合診療科）
移動・休憩 20分
レクチャー②
②－1： 神経内科セッション 【教育棟４階４０１】 MAX 90名
・「Hospitalistが知っておきたい神経救急」 藤井 修一 （聖マリアンナ医科大学 集中治療部）
座長：北野 夕佳 （聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 救命救急センター）
②－2： 腫瘍内科セッション 【教育棟４階４０２】 MAX 90名
・「内科医が知っておくべきオンコロジーの実践的知識」 原谷 浩司 （近畿大学 腫瘍内科）
座長：山田 徹（東京ベイ・浦安市川医療センター 総合内科・消化器内科）
移動 20分
意見交換会（～20:45予定）

【教育棟１階 食堂】

第9回JHNセミナー
2日目
【プログラム（予定）】
時間
7:30－8:00

8:00－9:20
レクチャー③
受講コース選択

9:20－9:40

9:40－11:00
レクチャー④
受講コース選択

9月30日（日） 8：00 ～ 12：55 （予定）

英語のレクチャーには、時々、日本語でのサマリーを入れるように努めます。
質問は日本語でお受けします。

9/30（日） 内容 （敬称略）
受付
レクチャー③
③－1：消化器内科セッション 【教育棟４階４０１】 MAX 90名
・「内科医のための日常でよく出会う消化器疾患Up date」
山田 徹 （東京ベイ・浦安市川医療センター 総合内科・消化器内科）
座長：吉野 俊平 （飯塚病院 総合診療科）
③－2：呼吸器内科セッション 【教育棟４階４０２】 MAX 90名
八重樫牧人（亀田総合病院 総合内科）
座長：江原 淳（東京ベイ・浦安市川医療センター 総合内科・呼吸器内科）
移動・休憩 20分
レクチャー④
④－1： 循環器内科セッション ＜これを総合内科医が知っておけば循環器医とコラボしやすくなる！＞
・「急性冠症候群Overview」 上月 周（済生会中津病院 循環器内科） 【病院本館３階 大講堂】 MAX 120名
・「心房細動アップデート」 藤原 竜童（済生会中津病院 循環器内科）
座長：平岡 栄治（東京ベイ・浦安市川医療センター 総合内科）
④－2： Faculty Development Course
【教育棟４階４０２】 MAX 50名
「Hospital Medicine Keys to success in Research, Education and Quality.」
James Newman, MD （Department of Hospital Medicine ,Mayo Clinic）
Karyn Baum, MD （Department of Hospital Medicine , University of Minnesota）
Caroline Burton, MD （Department of Hospital Medicine ,Mayo Clinic）
Nancy Dawson, MD （Department of Hospital Medicine, Mayo Clinic）
座長：家 研也（聖マリアンナ医科大学・川崎市立多摩病院 総合診療内科）

11:00－11:20

移動・休憩 20分

11:20－12:40

Hospital medicineセッション ＜Hospital medicineの3つのトピックスアップデート＞
・「敗血症 Update」 藤谷 茂樹（ 聖マリアンナ医科大学 集中治療部）
・「肺血栓塞栓、深部静脈血栓症 Update」 山崎 浩史（聖マリアンナ医科大学 循環器内科）
・「肺炎マネージメント Update」 家 研也（聖マリアンナ医科大学・川崎市立多摩病院 総合診療内科）
座長：八重樫 牧人（亀田総合病院 総合内科）

【病院本館３階 大講堂】

12:40－12:55
【病院本館３階 大講堂】

閉会の挨拶・まとめ・写真撮影・アンケート
平岡 栄治（東京ベイ・浦安市川医療センター 総合内科）
八重樫 牧人（亀田総合病院 総合内科）

会場案内

公共交通機関
のご利用を
お願い
いたします。

聖マリアンナ医科大学
学内案内

【会 場】 聖マリアンナ医科大学
病院本館 ３階大講堂
教育棟
４階
〒216-8511
神奈川県川崎市宮前区菅生2-16-1
開催当日緊急連絡先： 044-977-8111 （森川・藤谷）

「聖マリアンナ医科大学」
バス停
病院本館入口：
1日目（9/29）受付
病院本館 3階大講堂

※休日でバスの本数も少なくなっており、
開始時間直前のバスが込み合うことが
予想されますので、時間に余裕をもって
会場にお越しください。
聖マリアンナ医科大学
電車・バス案内
小田急線
向ヶ丘遊園駅
生田駅
百合ヶ丘駅
新百合ヶ丘駅
からバスをご利用ください。

電車

バス

小田急線

▼乗車バス

▼行き先

▼降車バス停

▼所要時間

A

向ヶ丘遊園駅

小田急バス

聖マリアンナ医科大学行

聖マリアンナ医科大学(終点)

15分〜20分

B

生田駅

小田急バス

あざみ野駅行

聖マリアンナ医科大学

15分〜20分

C

百合ヶ丘駅

川崎市営バス

聖マリアンナ医科大学行

聖マリアンナ医科大学(終点)

15分〜20分

D

新百合ヶ丘駅

小田急バス

聖マリアンナ医科大学行

聖マリアンナ医科大学(終点)

15分〜20分

小田急バス

聖マリアンナ医科大学行

聖マリアンナ医科大学(終点)

25分〜30分

▼乗車バス

東急田園都市線

▼行き先

▼降車バス停

▼所要時間

G

あざみ野駅

小田急バス

向ヶ丘遊園駅行

聖マリアンナ医科大学

25分〜30分

F

宮前平駅

川崎市営バス

聖マリアンナ医科大学行

聖マリアンナ医科大学(終点)

15分〜20分

川崎市営バス

聖マリアンナ医科大学行

聖マリアンナ医科大学(終点)

25分〜30分

川崎市営バス

柿生行

医大下

15分〜20分

川崎市営バス

鷲ヶ峰営業所行

医大下

15分〜20分

E

溝の口駅
JR南武線

E

武蔵溝ノ口駅

▼乗車バス

▼行き先

▼降車バス停

▼所要時間

川崎市営バス

聖マリアンナ医科大学行

聖マリアンナ医科大学(終点)

25分〜30分

川崎市営バス

柿生行

医大下

15分〜20分

川崎市営バス

鷲ヶ峰営業所行

医大下

15分〜20分

※駅名をクリックするとバス運営会社のweb（バス一覧／時刻表）にリンクします。

