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第 25 回日本災害医学会総会・学術集会　主要プログラム

■会長講演
　１日目（2 月 20 日）13:00 ～ 13:30

第 1 会場（神戸国際会議場 1F メインホール）
　阪神・淡路大震災から 25 年：災害列島で暮らす医療人へのメッセージ

兵庫県災害医療センター　センター長　中山　伸一　
座長　石井美恵子（国際医療福祉大学大学院　保健医療学専攻　災害医療分野）

■特別講演
　１日目（2 月 20 日）13:30 ～ 14:20

第 1 会場（神戸国際会議場 1F メインホール）
　少子・多死時代に多発する激甚災害国・日本

医療法人 雄心会　法人本部　青野　　允
座長　太田　宗夫（東洋医療専門学校　学校長）

■招待講演 1
　１日目（2 月 20 日）14:20 ～ 15:10

第 1 会場（神戸国際会議場 1F メインホール）
　WADEM Congress Brisbane, 2019

Queensland University of Technology, Australia　Vivienne Tippett
座長　大友　康裕（東京医科歯科大学大学院　救急災害医学分野）

■招待講演 2
　３日目（2 月 22 日）9:00 ～ 9:50

第 1 会場（神戸国際会議場 1F メインホール）
　 Learning from Each Other: Care and Evacuation of Burn Patients during Military Operations and 

Civilian Disasters
Director, U.S. Army Burn Center, U.S. Army Institute of Surgical Research, Fort Sam Houston, USA　Leopoldo C. Cancio

座長　石原　　諭（兵庫県災害医療センター）

■招待講演 3　避難所・避難生活学会合同セッション
　３日目（2 月 22 日）9:50 ～ 10:40

第 1 会場（神戸国際会議場 1F メインホール）
　 Disaster Medicine and Italian Civil Protection. Integration of THE SOCIO-HEALTHCARE Rescue ㏌ 

The Humanitarian Aid of Civil Protection; Italian Reality. 
ASSOCIAZIONE G.E.P.E. GRUPPO EMERGENZA PSICOSOCIALE EDUCATIVO-PROTEZIONE CIVILE NAZIONALE, Italy　

Marilena Esposito
座長　榛沢　和彦（新潟大学医歯学総合研究科　先進血管病・塞栓症治療・予防講座）
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■教育講演 1
　1 日目（2 月 20 日）14:20 ～ 15:10

第 2 会場（神戸国際会議場 3F 国際会議室 301）
　大規模災害における医療支援、自衛隊に何ができる？

自衛隊福岡病院副院長　大川　貴司
座長　箱崎　幸也（社団法人元気会横浜病院）

■教育講演 4
　3 日目（2 月 22 日）13:20 ～ 14:10

第 7 会場（神戸商工会議所 2F 神商ホール）
　災害医療活動の目的と病院支援

国立病院機構災害医療センター　災害医療部　近藤　久禎
座長　岩崎　泰昌（国立病院機構　呉医療センター・中国がんセンター　救命救急センター）

■教育講演 3
　2 日目（2 月 21 日）18:10 ～ 19:00

第 5 会場（神戸国際会議場 5F 502）
　 国外における紛争地域や大規模自然災害救援と国内の災害医療の経験から
　～グローバルな視点での災害医療者のありかた　はじめの一歩～

日本赤十字社　名古屋第二赤十字病院　伊藤　明子
座長　丸山　嘉一（日本赤十字社　災害医療統括監 /日本赤十字社医療センター　国内・国際医療救援部）

■教育講演 2「温故知新」
　2 日目（2 月 21 日）18:10 ～ 19:00

第 4 会場（神戸国際会議場 5F 501）
　雲仙普賢岳大火砕流災害での医療対応を振り返り

長崎県島原病院　病院長　徳永　能治
座長　浅井　康文（函館新都市病院）
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■阪神・淡路大震災 25 年特別企画 2
　３日目（2 月 22 日）13:20 ～ 15:40

第 1 会場（神戸国際会議場 1F メインホール）
　ひょうご災害医療フォーラム「災害列島に暮らす私たちへのメッセージ」

座長　大牟田智佐子（毎日放送　報道局クロスメディア部　次長）

■阪神・淡路大震災 25 年特別企画 1
　２日目（2 月 21 日）14:00 ～ 15:40

第 2 会場（神戸国際会議場 3F 国際会議室 301）
　あの時、あの場所で：知られざるエピソード

座長　鵜飼　　卓（兵庫県災害医療センター　顧問）
小澤　修一（西記念ポートアイランドリハビリテーション病院）

　SP1-3  阪神淡路大震災：被災者と医療者として経験して思うこと
神戸大学大学院　医学研究科　外科系講座　災害・救急医学分野　小谷　穣治

　SP1-1  病院が大震災から学んだこと
新須磨病院　外科　澤田　勝寛

　SP1-2  阪神淡路大震災当日、西市民病院にて
神戸リハビリテーション病院　山本　満雄

　SP1-4  芦屋を守った 72 時間～芦屋医師会の記録～
上塚耳鼻咽喉科　上塚　　弘

　SP1-5  阪神淡路大震災は当院の災害救護の原点であった
大阪赤十字病院　国際医療救援部　中出　雅治

　基調講演  思い出される大きな出来事（甲南医療センターでの震災医療）
甲南医療センター　名誉顧問　老 　宗忠

　基調講演 2  　
兵庫県災害医療センター　センター長　中山　伸一

　パネルディスカッション  　
司会　中山　伸一（兵庫県災害医療センター　センター長）

大牟田智佐子（毎日放送　報道局クロスメディア部　次長）

パネリスト　 本　　敦（神戸市消防局　警防部長）
中山　伸一（兵庫県災害医療センター　センター長）
加藤　　寛（兵庫県こころのケアセンター　センター長）
植田　信策（石巻赤十字病院　副院長）
村井　雅清（被災地 NGO 恊働センター　顧問）
大牟田智佐子（毎日放送　報道局クロスメディア部　次長）
福本　正幸（神戸製鋼　チームディレクター）
臼井　　真（神戸市立高羽小学校 音楽専科　主幹教諭）

うた　神戸市立高羽小学校「しあわせを運ぶ合唱団」

　基調講演 1  　
兵庫県立大学大学院減災復興政策研究科長　室﨑　益輝
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■特別企画
　３日目（2 月 22 日）10:30 ～ 12:00

第 7 会場（神戸商工会議所 3F 神商ホール）
　被災者の声を聴く

座長　村上　典子（神戸赤十字病院　心療内科）
加藤　　寛（兵庫県こころのケアセンター）

　SP3-1  　
　　阪神・淡路大震災の遺族　高井　千珠

　SP3-2  　　
　　阪神・淡路大震災被災者 /人と防災未来センター語り部　東田せつ子

　SP3-3  　
　　明石花火大会歩道橋事故の遺族　下村　誠治

　SP3-4  　
　JR福知山線脱線事故負傷者　中野　皓介

■シンポジウム 1
　１日目（2 月 20 日）16:50 ～ 18:20

第 1 会場（神戸国際会議場 1F メインホール）
　最新技術を利用した災害時の情報収集

座長　三丸　敦洋（国立研究開発法人　宇宙航空研究開発機構）
横田　勝彦（東京電機大学　研究推進社会連携センター・知能協創発研究センター）

　SY1-7  千葉県台風・豪雨災害での医療ドローンによる情報収集活動
日本医科大学千葉北総病院　救命救急センター　本村　友一

　SY1-6  救急・災害医療へのドローン活用
日本医科大学千葉北総病院　救命救急センター　久城　正紀

　SY1-8  SIP 第 2 期 災害時保健医療福祉活動支援システム（D24H）を軸とした情報支援
芝浦工業大学　システム理工学部　環境システム学科　市川　　学

　SY1-5  高品質医療物流サービスの実現に向けたドローンの最新技術
イームズロボティクス株式会社　福島本社　宇田　　丞

　SY1-1  宇宙からみた災害情報把握の概要と実際、これからの展望
宇宙航空研究開発機構　第一宇宙技術部門　平林　　毅

　SY1-4  病院の災害対応における ICT を活用した情報管理システム
大阪市立大学大学院医学研究科　救急医学　山本　啓雅

　SY1-2  災害急性期における準天頂衛星を利用した情報管理とその利活用について
防衛医科大学校　救急部　兼　防衛医学研究センター外傷研究部門　秋冨　慎司

　SY1-3  第５世代通信と仮想現実技術を活用した「バーチャル指揮所」による災害現場活動の
指揮・支援

防衛医科大学校　防衛医学講座　清住　哲郎
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■シンポジウム 2
　２日目（2 月 21 日）14:00 ～ 16:00

第 1 会場（神戸国際会議場 1F メインホール）
　 防災学術連携体特別セッション
　『これでいいのか、災害情報の活用！～必要な情報をどう手に入れるのか？～』

座長　米田　雅子（慶應義塾大学　特任教授 /防災学術連携体　代表幹事）
和田　　章（東京工業大学　名誉教授 /防災学術連携体　運営幹事）

　SY2-1  SIP4D と D24H
日本赤十字社医療センター　国内医療救護部／救急科　近藤　祐史

　SY2-2  自然の営みと人の関わりから自然災害を捉える
日本地図学会　宇根　　寛

　SY2-3  大都市の都市システムと災害情報
東京大学大学院工学系研究科　都市工学専攻　廣井　　悠

　SY2-4  気象庁の防災気象情報と最近の取り組み
大阪管区気象台　気象防災部　榊原　茂記

■パネルディスカッション 1
　１日目（2 月 20 日）15:20 ～ 16:50

第 1 会場（神戸国際会議場 1F メインホール）
　これでいいのか、DMAT ！

座長　森村　尚登（東京大学大学院医学系研究科　救急科学）
小井土雄一（国立病院機構　災害医療センター）

　指定発言  　
国立病院機構災害医療センター　名誉院長　辺見　　弘

　PD1-1  令和元年台風第 15 号災害における千葉県庁 DMAT 調整本部における医療搬送調整
日本医科大学　千葉北総病院　本村　友一

　PD1-2  DMAT を支援する災害時意思決定支援ツールの開発
独立行政法人国立病院機構　災害医療センター　臨床研究部　上杉　泰隆

　PD1-3  台風 15 号被害に関する当院ＤＭＡＴの活動報告
株式会社日立製作所　ひたちなか総合病院　薬務局　稲田　寛之

　PD1-4  災害時における医療者と非医療者の安全の認識の違いに関する研究　　　　　　　　
～災害時の安全についての意識調査を通じて～

福島県立医科大学附属病院　手術部　佐藤めぐみ

　PD1-5  DMAT にも質の担保と医療安全の視点が必要である　　　　　　　　　　　　　　　
～オーストラリア医療救援チーム（AUSMAT) にみる災害医療のあり方～

山梨県立中央病院　高度救命救急センター　井上　潤一

　PD1-6  原子力災害時の活動に関する DMAT 隊員への意識調査より
市立八幡浜総合病院　麻酔科・救急科　越智　元郎
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■パネルディスカッション 2
　１日目（2 月 20 日）15:20 ～ 16:50

第 2 会場（神戸国際会議場 3F 国際会議室 301）
　人道支援チームの連携と協働

座長　杉本　勝彦（国士舘大学大学院　救急システム研究科）
井上　潤一（山梨県立中央病院　高度救命救急センター）

　PD2-1  災害時における NGO と他団体との連携
AMDA緊急救援ネットワーク　医師　鈴記　好博

　PD2-2  局地災害の亜急性期における NGO としての被災地保健医療関係者への支援
国立大学法人富山大学大学院医学薬学研究部　危機管理医学講座　大場　次郎

　PD2-3  人道支援組織の連携
日本赤十字社　災害医療統括監　日本赤十字社医療センター　国内・国際医療救援部　丸山　嘉一

　PD2-4  これでいいのか！　わが国の受援体制
社会医療法人緑泉会米盛病院　冨岡　譲二

　PD2-5  これでいいのか災害診療記録 /J-SPEED
広島大学　大学院医系科学研究科　公衆衛生学　久保　達彦

　PD2-6  これがいいのだ！人道支援チーム連携！
特定非営利活動法人ピースウィンズ・ジャパン　稲葉　基高

■パネルディスカッション 3
　１日目（2 月 20 日）16:50 ～ 18:20

第 2 会場（神戸国際会議場 3F 国際会議室 301）
　これでいいのか、原子力災害医療！

座長　島田　二郎（福島県立医科大学ふたば救急総合医療支援センター）
富永　隆子（放射線医学総合研究所）

　PD3-1  福島第一原発事故後の医療施設被害について：系統的レビュー
東京慈恵会医科大学　臨床検査医学講座　越智　小枝

　PD3-2  原子力災害時の保健医療支援の “ 空白 ” をどのように埋めるか
長浜赤十字病院　医療社会事業部　中村　誠昌

　PD3-3  原子力災害拠点病院の現状と問題点：30 名の重症患者広域搬送に備えるために
国立病院機構 京都医療センター　救命救急センター　西山　　慶

　PD3-4  愛媛県原子力災害医療活動実施要領への提言：入院患者等の避難は県災害医療対策部
の重要な任務にはなり得ないか

市立八幡浜総合病院　麻酔科・救急科　越智　元郎

　PD3-5  原子力災害拠点病院の住民避難への対応
弘前大学大学院医学研究科　救急・災害医学　伊藤　勝博

　PD3-6  原子力災害医療における人材育成を考える。当院の取り組みとその問題点
鹿児島市立病院　救命救急センター　高間　辰雄

　PD3-7  オール JAPAN の放射線災害医療にしませんか
広島大学 原爆放射線医科学研究所 放射線災害医療開発研究分野　廣橋　伸之
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■パネルディスカッション 4
　１日目（2 月 20 日）15:20 ～ 16:50

第 7 会場（神戸商工会議所 3F 神商ホール）
　これでいいのか、遺体・遺族対応！

座長　西村　明儒（徳島大学大学院医歯薬学研究部　法医学分野）
村上　典子（神戸赤十字病院　心療内科）

　指定発言  
尼崎東警察署　小林　　潔

　PD4-1  日本における災害時遺体対応チームの問題点
岩手医科大学　法科学講座法医学分野　出羽　厚二

　PD4-2  日本における多職種連携の DVI (Disaster Victim Identification) システムを目指して
千葉大学　大学院　医学研究院　法医学教室　斉藤　久子

　PD4-3  グリーフケアとしてのエンバーミング
株式会社　公益社　エンバーミングセンター　宇屋　　貴

　PD4-4  発災翌日に死者及び遺族対応を地域ＤＭＡＴとして行った局地土砂災害事案の１例か
ら見えてきた事

大分県立病院　救命救急センター　山本　明彦

　PD4-5  災害における遺族ケア
神戸赤十字病院　心療内科　村上　典子

■パネルディスカッション 5
　１日目（2 月 20 日）16:50 ～ 18:20

第 7 会場（神戸商工会議所 3F 神商ホール）
　惨事ストレス対策を考える

座長　加藤　　寛（兵庫県こころのケアセンター）
吉原　秀明（鹿児島市立病院　救命救急センター）

　PD5-1  我が国における災害救援組織における惨事ストレス対策の取り組み
兵庫県こころのケアセンター　大澤　智子

　PD5-2  神戸市消防局の惨事ストレス対策
神戸市消防局　警防部　司令課　星野　誠治

　PD5-3  救援者ストレス対策への当センターとしての取り組み
埼玉医科大学　総合医療センター　高度救命救急センター　福島　憲治

　PD5-4  東日本大震災後の被災地看護師のメンタルヘルス
山形県立保健医療大学　保健医療学部　看護学科　高橋　葉子

　PD5-5  「墜落したヘリに友人が乗っていた。」～友人を死亡診断する覚悟と救援者ストレス～
前橋赤十字病院　高度救命救急センター　集中治療科・救急科　町田　浩志

　PD5-6  惨事ストレス対策は日常から！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
～事件・事故による救急患者に対するサポート体制を通じて「心の壁」を破る！～

日本赤十字社和歌山医療センター　外傷救急部 /外科 /精神科 /国際医療救援要員　益田　　充
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　PD6-3  京急線脱線・炎上事故での実践　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
～横浜で進めるメディカルディレクターによる現場医療統括とは

横浜市立市民病院　救急センター　大井　康史

　PD6-4  刺創による多数傷病者対応から得られた課題～特に事案の覚知が重要～
北里大学　医学部　救命救急医学　服部　　潤

　PD6-5  登戸多数殺傷事件における川崎 DMAT としての活動報告と取り組み
日本医科大学武蔵小杉病院　救命救急科　大嶽　康介

　PD6-6  多数熱傷傷病者対応～都市型と地方型～
京都第一赤十字病院　救命救急センター　救急科　高階謙一郎

　PD6-7  小児多数傷病者に対する新診療システム
東京大学医学部附属病院 災害医療マネジメント部　問田　千晶

　PD6-1  ラグビー W 杯における熊本県の医療救護体制
熊本赤十字病院　救急科　奥本　克己

　PD6-2  地域多数傷病者対応計画 “Plan Red” の展開
日本医科大学千葉北総病院　救命救急センター /ショック・外傷センター　益子　一樹

■パネルディスカッション 6
　２日目（2 月 21 日）9:00 ～ 10:30

第 1 会場（神戸国際会議場 1F メインホール）
　これでいいのか、MCI 対応！

座長　北川　喜己（名古屋掖済会病院　救命救急センター）
高階謙一郎（京都第一赤十字病院　救命救急センター）

　PD7-1  これでいいのか、サミット医療体制
大阪大学　医学部附属病院　高度救命救急センター　酒井　智彦

　PD7-2  G20 大阪サミット 2019 による救急医療体制への影響について
国立病院機構　大阪医療センター　松田　宏樹

　PD7-3  市民参加型サイクルロードレースでの Mass Gathering Medicine
南奈良総合医療センター　整形外科　富和　清訓

　PD7-4  『東京オリンピック・パラリンピックに向けた救急・災害医療体制を検討する学術連
合体』の取組みを通じたイベント医療の課題

東京大学大学院医学系研究科　救急科学　森村　尚登

　PD7-5  2020 年東京オリンピック・パラリンピックにおけるテロ災害発生時の外科的治療に
は，「派遣型外傷外科チーム」を有効活用すべきである

島根大学医学部附属病院　高度外傷センター　比良　英司

■パネルディスカッション 7
　２日目（2 月 21 日）10:30 ～ 12:00

第 1 会場（神戸国際会議場 1F メインホール）
　これでいいのか、イベント医療！

座長　嶋津　岳士（大阪大学大学院医学系研究科　救急医学）
坂本　哲也（帝京大学医学部　救急医学講座）
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　PD7-6  大規模イベントでの化学テロ事案における拮抗剤配送スキームの検討
日本医科大学　付属病院　高度救命救急センター　平林　篤志

　PD7-7  マスギャザリングイベント対応の事後評価：After Action Review の実施と活用
東京大学　大学院医学系研究科　公衆衛生学　冨尾　　淳

■パネルディスカッション 8
　２日目（2 月 21 日）16:00 ～ 17:30

第 1 会場（神戸国際会議場 1F メインホール）
　これでいいのか、CBRNE 対応！

座長　山口　芳裕（杏林大学　救急医学科）
箱崎　幸也（社団法人元気会横浜病院）

　PD8-4  生物テロ準備・対応における公衆衛生とセキュリティ機関の連携強化
国立保健医療科学院　健康危機管理研究部　齋藤　智也

　PD8-5  伊豆箱根鉄道「修善寺駅」で開催されたテロ対策訓練
順天堂大学　医学部附属　静岡病院　柳川　洋一

　PD8-1  兵庫県内災害拠点病院の CBRNE への準備状況
兵庫県医師会　救急・災害医療委員会　越智　文雄

　PD8-2  即応型簡易除染設備 RSDS のすすめ　日本と世界の除染
公益財団法人　日本中毒情報センター　奥村　　徹

　PD8-3  CBRNE 災害テロに関する病院前および病院の対応指針の刷新
藤沢市民病院　阿南　英明

■パネルディスカッション 9
　２日目（2 月 21 日）9:00 ～ 10:30

第 2 会場（神戸国際会議場 3F 国際会議室 301）
　甚大災害に対する専門診療科（学会）の対応システム整備の現状と未来

座長　山田　憲彦（神奈川県　非常勤顧問）
矢形　幸久（兵庫県災害医療センター　整形外科）

　PD9-1  日本整形外科学会災害対応委員会の進捗状況
帝京大学医学部附属病院　外傷センター　黒住　健人

　PD9-2  多数熱傷患者への対応
防衛医科大学校　防衛医学講座　清住　哲郎

　PD9-3  透析医療の災害対策
医療法人社団　赤塚クリニック　赤塚東司雄

　PD9-4  小児・周産期領域の学会・団体の取組み
北里大学　医学部　産科学　海野　信也

　PD9-5  大規模災害時の静脈血栓塞栓症の予防啓発活動
弘前大学 　胸部心臓血管外科　福田　幾夫

　PD9-6  病院前環境での水素ガス活用の可能性
防衛医科大学校　生化学　佐藤　泰司

　PD9-7  神奈川県における病院前医療の飛躍的発展に資するイノベーションの戦略的推進と災
害対応の意義－脳 塞をパイロットケースとして－

神奈川県　非常勤顧問　山田　憲彦
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■パネルディスカッション 10
　２日目（2 月 21 日）10:30 ～ 12:00

第 2 会場（神戸国際会議場 3F 国際会議室 301）
　これでいいのか、ロジスティクス！

座長　中田　敬司（神戸学院大学現代社会学部　社会防災学科）
中田　正明（兵庫県災害医療センター）

　PD10-1  DMAT ロジスティックチームの役割について
国立病院機構災害医療センター　災害医療部　市原　正行

　PD10-2  災害医療ロジスティクス認定制度について
神戸学院大学　現代社会学部　社会防災学科　中田　敬司

　PD10-3  災害医療ロジスティクス専門家認定制度について～初年度の報告と今後の展望～
岩手医科大学　医学部　救急・災害・総合医学講座　災害医学分野　藤原　弘之

　PD10-4  これでいいのか！医療機関ライフライン支援調整
独立行政法人　国立病院機構　大阪医療センター　鈴木　教久

　PD10-5  台風 15 号・19 号・21 号における当院の活動～地域医療機関・福祉施設への対応～
医療法人鉄蕉会　亀田総合病院　太田麻衣子

■パネルディスカッション 11
　２日目（2 月 21 日）9:00 ～ 10:30

第 7 会場（神戸商工会議所 3F 神商ホール）
　これでいいのか、DHEAT ！

座長　齋藤　智也（国立保健医療科学院　健康危機管理研究部）
中森　知穀（労働者健康安全機構　横浜労災病院　救命救急センター　救急災害医療部）

　PD11-1   DHEAT 派遣側の経験から
熊本県　菊池保健所  木脇　弘二

　PD11-2  県が依頼した DHEAT と市が県を通じて依頼した DHEAT とを比較した上で、今後の
DHEAT のあり方を考える。

倉敷市保健所　吉岡　明彦

　PD11-3 H30 年 7 月西日本豪雨災害における DHEAT 初出動；受援側の広島県の立場から
広島県　健康福祉局長　田中　　剛

　PD11-4  日本赤十字社からみた DHEAT のあり方について
　　日本赤十字社医療センター　国内医療救護部　近藤　祐史

　PD11-5  「これでいいのか，DHEAT ！」DHEAT 研修基礎編の現状
　　和歌山県　新宮保健所　池田　和功

　PD11-6  国立保健医療科学院における DHEAT 研修高度編
　　国立保健医療科学院　健康危機管理研究部　齋藤　智也
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■パネルディスカッション 12
　２日目（2 月 21 日）10:30 ～ 12:00

第 7 会場（神戸商工会議所 3F 神商ホール）
　これでいいのか、保健医療活動チーム！

座長　石井美恵子（国際医療福祉大学大学院　保健医療学専攻　災害医療分野）
丸山　嘉一（日本赤十字社災害医療統括監／日本赤十字社医療センター国際・国内救援部長）

　PD12-1  保健医療福祉 3 分野の調整を理想に
山形県立中央病院　森野　一真

　PD12-2  日赤の医療救護活動における課題
名古屋第二赤十字病院　救急科　稲田　眞治

　PD12-3  大規模災害時の歯科保健支援における連携に向けた課題
東京医科歯科大学　大学院　医歯学総合研究科　顎顔面外科学　中久木康一

　PD12-4  NGO HuMA の活動の視点から見た台風 15 号に対して求められた医療支援
日本医科大学多摩永山病院救命救急センター　久野　将宗

　PD12-5  No one left behind: 包括的な保健医療福祉支援のありかた
宮崎大学　医学部　精神看護学領域　原田奈穂子

　PD12-6  県・保健所・市の 3 階層における保健医療調整本部運営訓練 　　　　　　　　　　　
～新たに開発された 3 種類の電子媒体を用いた情報共有訓練～

南奈良総合医療センター　循環器内科　守川　義信

■パネルディスカッション 13
　２日目（2 月 21 日）14:00 ～ 15:30

第 7 会場（神戸商工会議所 3F 神商ホール）
　これでいいのか、BCP ！

座長　本間　正人（鳥取大学医学部器官制御外科学講座　救急・災害医学分野）
阿南　英明（藤沢市民病院）

　PD13-1  徳島県内の医療機関における自然災害リスク対策の現状と今後の課題
徳島大学環境防災研究センター　湯浅　恭史

　PD13-2  「これでいいのだ、BCP」
横浜市立市民病院　堀内　義仁

　PD13-3  医療安全 Safety 2 と collapsible hierarchy 概念の拡張による BCP 作成
帝京大学　医学部　救急医学講座　安心院康彦

　PD13-4  医療における BCP が実戦使用できるための要素
岡山大学　大学院　医歯薬学総合研究科　災害医療マネジメント学講座　中尾　博之

　PD13-5  組織は BCM の定着を目標にすべきである　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
～ BCP は BCM の成果物のひとつに過ぎない～

順天堂大学　医学部附属　浦安病院　救急診療科　岡本　　健
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■パネルディスカッション 14
　２日目（2 月 21 日）15:30 ～ 17:00

第 7 会場（神戸商工会議所 3F 神商ホール）
　これでいいのか、災害拠点病院！

座長　森野　一真（山形県立中央病院）
池内　淳子（摂南大学　理工学部建築学科）

■パネルディスカッション 15
　２日目（2 月 21 日）17:00 ～ 18:30

第 7 会場（神戸商工会議所 3F 神商ホール）
　これでいいのか、DPAT ！
座長　加藤　　寛（兵庫県こころのケアセンター）

高橋　　晶（筑波大学　医学医療系　災害・地域精神医学）

　PD14-1  災害級の大雨時に災害拠点病院は何をするべきか
長崎大学病院　災害医療支援室　山下　和範

　PD14-2  災害対応への院内業務は誰が担うべきか？
公立甲賀病院　脳神経外科　渡辺　一良

　PD14-3  多数傷病者訓練でのサージキャパシティ拡大を目的とした空床確保と急変時対応、お
よび院内死亡者や黒タグ患者の対応における課題

東京慈恵会医科大学　葛飾医療センター　救急医学講座　佐藤　浩之

　PD14-4  災害拠点病院診療機能維持のための方略について
徳島県立三好病院　救急科　三村　誠二

　PD14-5  災害拠点病院が中心となり 2 次医療圏の防災会議を開催して
済生会中和病院　中尾　　武

　PD15-1  災害精神医学の中の DPAT の役割
筑波大学医学医療系災害・地域精神医学　高橋　　晶

　PD15-2  災害現場における DPAT 活動に関する課題と展望
社会医療法人北斗会　さわ病院　診療部　緑川　大介

　PD15-3  「撤退」～ DPAT 最大の課題～
熊本こころのケアセンター　矢田部裕介

　PD15-4  災害拠点精神科病院、DPAT 活動の現状と課題－阪神淡路大震災・東日本大震災・中
越地震・熊本地震・西日本豪雨災害の経験から－

地方独立行政法人岡山県精神科医療センター　来住　由樹

　PD15-5  DPAT の課題について : 精神保健福祉センターの立場から
滋賀県立精神保健福祉センター　辻本　哲士
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■パネルディスカッション 16　避難所・避難生活学会合同セッション
　３日目（2 月 22 日）10:40 ～ 12:10

第 1 会場（神戸国際会議場 1F メインホール）
　これでいいのか、避難所！

座長　植田　信策（石巻赤十字病院　呼吸器外科）
水谷　嘉浩（避難所・避難生活学会）

　PD16-6  行政薬剤師による避難所生活衛生対策
大阪府　健康医療部　環境衛生課　辻野　悦次

　PD16-2  2019 年九州北部豪雨災害における HuMA の保健センター / 保健師の支援
淀川キリスト教病院　救急科・集中治療科　夏川　知輝

　PD16-5  避難所環境を改善するための手順作成と実地検証
石巻赤十字病院　呼吸器外科　植田　信策

　PD16-1  平成 30 年大阪府北部地震、西日本豪雨災害での避難所活動から見えてきた問題点
日本赤十字社和歌山医療センター　高度救命救急センター　中　　大輔

　PD16-4  厳寒地フィールド実証を踏まえた災害関連死を防ぐための避難所対策
日本赤十字北海道看護大学　災害対策教育センター　根本　昌宏

　PD16-8  イタリアにおける避難所の事例と市民安全省が取り組む避難所運営について
J パックス株式会社　水谷　嘉浩

　PD16-3  TMAT 活動からみる段ボールベッド導入の工夫 　　　　　　　　　　　　　　　　
～千曲川氾濫、西日本豪雨、熊本地震の経験から～

NPO法人 TMAT　鈴木　裕之

　PD16-7  「まさかは必ずやってくる」～北海道庁が取り組む、避難所対策～
北海道　総務部　危機対策局　危機対策課　小原　由佳

■パネルディスカッション 17
　３日目（2 月 22 日）9:00 ～ 10:30

第 2 会場（神戸国際会議場 3F 国際会議室 301）
　これでいいのか、教育・研修！

座長　眞瀬　智彦（岩手医科大学　救急・災害・総合医学講座災害医学分野）
高橋　　昌（新潟大学医学部災害医療教育センター）

　PD17-1  その実習は伝わっているか～計量テキスト分析を用いた災害薬学実習の評価と課題
新潟大学　医学部　災害医療教育センター　和泉　邦彦

　PD17-2  これでいいのか災害医学教育
岩手医科大学救急・災害・総合医学講座災害医学分野　眞瀬　智彦

　PD17-3  大学病院であり、基幹災害拠点病院である当院の災害医療教育体制
長崎大学病院災害医療支援室　山下　和範

　PD17-4  熊本大学病院における災害医療教育研究センター設置の目的と活動報告
熊本大学病院　災害医療教育研究センター　笠岡　俊志

　PD17-5  東北大学・福島県立医科大学の災害保健医療教育への取り組み：「コンダクター型災
害保健医療人材の養成」プログラムの構築

東北大学病院　総合地域医療教育支援部　石井　　正
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　PD17-6  災害医療の質を支える人材育成のためのコンピテンシーの構築に向けて　　　　　　
～国際的な動向を見据えて～

日本赤十字社医療センター　薬剤部 /国際医療救援部　小林　映子

　PD17-7  災害医療従事者が防災学を学ぶ意義
兵庫県災害医療センター　中田　正明

■パネルディスカッション 18
　３日目（2 月 22 日）10:30 ～ 12:00

第 2 会場（神戸国際会議場 3F 国際会議室 301）
　これでいいのか、訓練・演習！

座長　中島　　康（東京都立広尾病院　減災対策支援室）
松田　宏樹（国立病院機構　大阪医療センター）

■パネルディスカッション 19　兵庫県医師会合同セッション
　３日目（2 月 22 日）13:20 ～ 14:50

第 5 会場（神戸国際会議場 5F 502）
　これでいいのか、JMAT ！

座長　石川　広己（公益社団法人 日本医師会）
小井土雄一（国立病院機構　災害医療センター）

　PD18-1  指揮・連絡・調整に重点を置いたブラインド型消火避難訓練
秋田大学大学院　救急集中治療医学講座　奥山　　学

　PD18-2  一般病院における災害対応能力の向上を目指した和歌山市の取組み
和歌山県立医科大学附属病院　高度救命救急センター　那須　　亨

　PD18-3  災害時病院対応と病院籠城支援シミュレーション（Damaged Hospital Continuation 
Support :DHCOS）の開発と台風 15 号での実践

愛知医科大学　災害医療研究センター　高橋　礼子

　PD18-4  2020 年東京のリスクは遠く豊岡にも及ぶ（かも！？）　テロを想定した院内災害訓練
と災害対策マニュアル改定への取り組み

公立豊岡病院　但馬救命救急センター　浜上　知宏

　PD18-5  DMAT の局地災害における役割と消防との連携　　　　　　　　　　　　　　　　　
～出雲空港航空機事故消火救難訓練と出雲消防多数傷病者対応ガイドラインセミナー～

島根大学　医学部　附属病院　災害医療・危機管理センター　室野井智博

　PD18-6  福島県多数傷病者訓練からみた課題
福島県立医科大学附属病院　災害医療部　島田　二郎

　PD19-2  これでいいのか？ JMAT がこれでいいのだ！と言われるには　　　　　　　　　　　
～ JMAT の研修教育から見た JMAT の在り方　考～

兵庫県立淡路医療センター　小平　　博

　PD19-1  JMAT 活動について
日本医師会救急災害医療対策委員会委員 / 宮城県医師会常任理事 / 宮城県災害医療コーディネーター　登米　祐也

　PD19-3  受援の立場から考える　「これでいいのか JMAT ！」
岡山県医師会　会長　松山　正春
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　PD19-4  京都における JMAT 研修の課題
京都第一赤十字病院　救命救急センター　救急科　高階謙一郎

　PD19-5  JMAT 派遣で役に立つ外傷初期診療講習会（医師会版 PTLS）開催から見えてきたもの
名古屋掖済会病院　救命救急センター　北川　喜己

■パネルディスカッション 20
　３日目（2 月 22 日）9:00 ～ 10:30

第 7 会場（神戸商工会議所 3F 神商ホール）
　これでいいのか、要配慮者対策！

座長　冨岡　正雄（大阪医科大学総合医学講座リハビリテーション医学教室）
山﨑　達枝（看護師・災害看護講師）

　PD20-2  介護保険施設等の被災状況把握を迅速化する情報体系の構築
広島大学　大学院医系科学研究科　公衆衛生学　久保　達彦

　PD20-3  これでいいのか、要配慮者対策！救急タグを活用しよう
社会医療法人愛仁会　訪問看護ほほえみ　梶原　直美

　PD20-4  これでいいのか要配慮者対策；在宅呼吸療法患者の、避難先とその対応
公立陶生病院　災害対策委員会　市原　利彦

　PD20-5  神奈川県川崎市における災害時透析医療体制について
川崎市透析災害対策協議会（Kawasaki-DD）　矢尾　　淳

　PD20-6  JMAT と JRAT の連携について～災害訓練を通して見えてきた課題～
兵庫県立淡路医療センター　救命救急センター　小平　　博

　PD20-1  災害時要支援者名簿作成と配布に伴う課題について
日本赤十字社和歌山医療センター第一救急科部　浜崎　俊明
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■ワークショップ
　２日目（2 月 21 日）15:40 ～ 18:30

第 2 会場（神戸国際会議場 3F 国際会議室 301）
　阪神淡路大震災 25 年　WHO 神戸センター開設 25 年
　 WKC フォーラム：これでいいのか、災害医学研究！～よりよい Operational research と研究成果

の活用を目指して～
座長　江川　新一（東北大学　災害科学国際研究所　災害医療国際協力学分野　教授）

小井土雄一（厚生労働省DMAT事務局長 /国立病院機構災害医療センター臨床研究部長）

パネルディスカッション座長
原田奈穂子（宮崎大学　医学部看護学科　教授）
小坂　　健（東北大学大学院　歯学研究科　口腔機能発育学講座　国際歯科保健学分野　教授）

演者　味木和喜子（兵庫県健康福祉部　健康局長）
Sarah Louise Barber（世界保健機関 (WHO)　健康開発総合研究センター　所長）
市川　　学（芝浦工業大学　システム理工学部　准教授）
五十嵐　豊（日本医科大学付属病院　高度救命救急センター　助教）
笠岡（坪山）宜代（ 国立研究開発法人　医薬基盤・健康・栄養研究所　国際災害栄養研究室　

室長）
久保　達彦（広島大学大学院医系科学研究科　公衆衛生学　教授）
増野　園惠（兵庫県立大学　地域ケア開発研究所　所長）
森村　尚登（東京大学大学院医学系研究科救急科学　教授）
中尾　博之（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科　災害医療マネジメント学講座　教授）
中山　伸一（ 第 25回日本災害医学会総会・学術総会　大会長 / 兵庫県災害医療センター　セ

ンター長）
丸山　嘉一（ 日本赤十字社　災害医療統括監 / 日本赤十字社医療センター国内医療救護部・国

際医療救援部長）
野村　周平（慶應義塾大学　医学部　医療政策・管理学教室　特任准教授）
越智　小枝（東京慈恵医科大学　臨床検査医学講座　講師）
尾島　俊之（浜松医科大学　健康社会医学講座　教授）
大友　康裕（ 日本災害医学会代表理事 / 東京医科歯科大学医歯薬学総合研究科救急災害医学分

野　教授）
下戸　　学（京都大学医学部付属病院　初期診療・救急科　助教）
杉原　　淳（ 厚生労働省　大臣官房厚生科学課　健康危機管理・災害対策室　国際健康危機管

理調整官）
高橋　　晶（ 筑波大学　医学医療系　災害・地域精神医学　准教授 / 茨城県立こころの医療セ

ンター　地域・災害支援部長・室長）
山本　啓雅（大阪市立大学大学院医学研究科救急医学講座　教授）
山本　克彦（ 全国災害福祉支援連絡協議会準備会　委員 / 日本福祉大学福祉経営学部　医療・

福祉マネジメント学科　教授）

総合司会　
茅野　龍馬（WHO健康開発総合研究センター　医官）

（苗字アルファベット順／敬称略）
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■専門医共通講習　日本災害医学会倫理委員会企画
　３日目（2 月 22 日）7:50 ～ 8:50

第 7 会場（神戸商工会議所 3F 神商ホール）
座長　石井　史子（岡山赤十字病院　医療社会事業部）

　CP  震災取材から考える災害時の医療活動
　　北海道大学　政策大学院　ＨＯＰＳ研究センター　外岡　秀俊


