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第 27回日本災害医学会総会・学術集会　日程表

1日目　3月 3日（木）	
第 1会場（広島国際会議場 B1F フェニックスホール）

12:50 ～ 13:20
会長講演

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）

災害医療の「パラダイムシフト」を考える
神戸学院大学　現代社会学部　社会防災学科　中田　敬司

13:20 ～ 14:20
特別講演 1

座長　中田　敬司（神戸学院大学　現代社会学部　社会防災学科）

「暁部隊の原爆救護活動」～陸軍中将・佐伯文郎はなぜ決断したか～
ノンフィクション作家　堀川　惠子

14:30 ～ 16:00
シンポジウム 1	
攻める　新型コロナウィルス対応：医療崩壊と災害医療

座長　大友　康裕（東京医科歯科大学　救急災害医学分野） 
　　　清住　哲郎（防衛医科大学校　防衛医学講座）

SY1-1	 第５波で東京は医療崩壊したのか？：オープンデータによる分析
日本医科大学付属病院　高度救命救急センター / 日本医科大学　救急医学教室　五十嵐　豊

SY1-2	 新型コロナウイルス感染症における医療崩壊と災害医療
国立病院機構本部 DMAT 事務局　近藤　久禎

SY1-3	 医療崩壊回避のための感染症パンデミックと災害時の医療の相似性と相違性
神奈川県庁 / 藤沢市民病院　阿南　英明

SY1-4	 自衛隊と感染症危機管理「パンデミックにおいて自衛隊はどこまで何をすべきなの
か？」

自衛隊佐世保病院　田村　　格

SY1-5	 保健所の新型コロナウイルス感染症対応
厚生労働省　健康局　健康課　地域保健室　近藤　祐史

SY1-6	 こうあるべき日本版 CDC	
～災害時における優先順位の設定とその遂行力がキーとなる～

横浜市立大学救急医学 / 高度救命救急センター　竹内　一郎
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16:10 ～ 17:40
シンポジウム 2	
守る　災害医療のパラダイムシフト：災害時の病院の機能維持

座長　楠　　孝司（国立成育医療研究センター　災害対策部） 
　　　鈴木　教久（独立行政法人国立病院機構本部　災害医療課）

SY2-1	 災害時の病院における上水確保
吹田徳洲会病院　心臓血管センター　福田　幾夫

SY2-2	 応急給水活動からみた災害拠点病院の災害時の水対策
東海国立大学機構　名古屋大学　減災連携研究センター　平山　修久

SY2-3	 全国の病院を対象とした電源喪失対策推進手法～安価で安心な対策の共有～
摂南大学　理工学部　建築学科　池内　淳子

SY2-4	 コロナ禍における院内の体制整備とメンタルケア～個にも組織にも PFA の活動原則を
活用して職員を『守る』～

国立病院機構　肥前精神医療センター　大坪　　建

SY2-5	 東日本大震災を経験した基幹災害拠点病院の病院作り
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　眞瀬　智彦

18:00 ～ 19:00
専門医共通講習（医療安全）

座長　北川　喜己（名古屋掖済会病院　救命救急センター）

CP1	 医療安全と災害医療
独立行政法人　国立病院機構本部 DMAT 事務局　若井　聡智
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1 日目　3月 3日（木）	
第 2会場（広島国際会議場 B2F ダリア 1）

14:30 ～ 16:00
パネルディスカッション 1	
診療放射線技師の派遣型災害支援の必要性と課題

座長　林　　宗博（日本赤十字社医療センター　救命救急センター） 
　　　中田　正明（兵庫県災害医療センター / 神戸赤十字病院　放射線課）

PD1-1	 診療放射線技師の派遣型災害支援の必要性と課題
川崎市立川崎病院　小野　欽也

PD1-2	 兵庫県における診療放射線技師の派遣型災害支援への取り組みと今後の課題
神戸赤十字病院　宮安　孝行

PD1-3	 診療放射線技師の派遣型災害支援の必要性と課題	
～国立病院機構における派遣型災害支援への取り組みと今後の課題～

国立病院機構　災害医療センター　中央放射線部　小西英一郎

PD1-4	 診療放射線技師の派遣型災害支援の必要性と課題	
～日本赤十字社の取り組みについて～

兵庫県災害医療センター　中田　正明

PD1-5	 災害支援としての院外画像検査活動体制の検討	
～日本臨床救急医学会における小委員会の設置について～

りんくう総合医療センター　放射線技術科　西池　成章

PD1-6	 山岳医療における超軽量ポータブル X線装置の利活用
日本医科大学　救急医学教室 / さいたま市立病院　救命救急センター　亀野　力哉

16:10 ～ 17:10
招聘講演 1	
日本イスラエル外交関係樹立 70周年記念セッションーイスラエル大使館後援企画	
Special	session	marking	the	70th	anniversary	of	the	establishment	of	diplomatic	relations	
between	Japan	and	the	State	of	Israel	-	supported	by	the	Embassy	of	Israel

座長　甲斐　達朗（白卯会　白井病院 　救急外科）

1-1	 Israeli	Hospitals	Challenges	during	COVID-19	outbreak	2020-2022
The General Medical Division at the Israeli MOH　Sigal Liverant -Taub

1-2	 Factors	and	Challenges	influencing	Health	Policy	in	Israel	during	COVID	19	outbreak
Israel Ministry of Health General Medical Division　Odeda Benin-Goren

1-3	 Disaster	Medicine	in	the	Age	of	AI
CTO Office, Microsoft Israel R&D Center　Tomer Simon
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1 日目　3月 3日（木）	
第 3会場（広島国際会議場 B2F ダリア 2）

14:30 ～ 16:00
パネルディスカッション 2	
災害医療ロジスティクス：災害時の医薬品供給体制

座長　西澤　健司（東邦大学医療センター大森病院　薬剤部） 
　　　渡邉　暁洋（岡山大学学術研究院医歯薬学域　災害医療マネジメント学講座）

PD2-1	 災害時の医薬品供給体制
新潟大学　医学部　災害医療教育センター　和泉　邦彦

PD2-2	 分光分析を用いた災害時散剤鑑別システムの開発
福岡大学薬学部　臨床薬学研究室 / 日本医科大学千葉北総病院　薬剤部　勝田　　恵

PD2-3	 災害時における医薬品ロジスティクスの課題と今後の対応～小児用薬と冷所管理薬～
日本赤十字社医療センター　薬剤部 / 日本赤十字社医療センター　国際医療救援部 / 日赤薬剤師会　災害救護委員会　小林　映子

PD2-4	 災害時のアレルギー疾患患者対応の問題点とその解決	～薬剤師アンケート調査結果よ
り～

岡山大学学術研究院医歯薬学域　災害医療マネジメント学講座 / 厚生労働科学研究費「大規模災害時におけるアレルギー
疾患患者の問題の把握とその解決に向けた研究」　分担研究：災害医療従事者班 

　渡邉　暁洋

PD2-5	 J － SPEED を活用した医薬品供給体制の構築と展望
福岡大学　薬学部　臨床薬学　江川　　孝

16:10 ～ 17:40
パネルディスカッション 5	
守る　災害医療：災害時における食べるのイロハ

座長　笠岡（坪山）宜代（国研　医薬基盤・健康・栄養研究所　国際災害栄養研究室） 
　　　濱田　真理（兵庫県栄養士会　管理栄養士）

PD5-1	 新型コロナウイルス感染症宿泊療養施設における幼児食の対応事例
公益社団法人鹿児島県栄養士会　山下　雅世

PD5-2	 「食」	の後方支援が被災地を支える：EMIS から見えてきた病院職員用　食料備蓄の必
要性

医薬基盤・健康・栄養研究所　国際災害栄養研究室　笠岡（坪山）宜代

PD5-3	 災害時の誤嚥・窒息に注意：5分以内に窒息の解除を
日本医科大学付属病院　高度救命救急センター / 日本医科大学　救急医学教室　五十嵐　豊

PD5-4	 H30 年西日本豪雨災害に於ける福祉的避難所（倉敷市真備町）での食環境にまつわる
諸々の課題と対策～官民学・多職種との連携・協働の有用性～

一般社団法人　EpiNurse　（真備支部：災害看護支援）　山中　弓子

PD5-5	 災害時の「食べる」支援の連携に向けた多職種での研修の必要性
東京医科歯科大学　大学院　医歯学総合研究科　救急災害医学分野 / 東京都保健医療公社　大久保病院　歯科口腔外科 / 日本災害時公衆衛生歯科研究会　中久木康一
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1 日目　3月 3日（木）	
第 4会場（広島国際会議場 B2F コスモス 1、2）

14:30 ～ 16:00
パネルディスカッション 3	
守る　新型コロナウィルス対応：集中治療と災害医療

座長　橋本　　悟（京都府立医科大学附属病院　集中治療部） 
　　　竹田　晋浩（かわぐち心臓呼吸器病院）

PD3-1	 重症呼吸不全を呈する多数感染症患者対応は、共通意思下での連携強化と capacity 拡
大にある

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　藤塚　健次

PD3-2	 Pandemic 地域における重症診療支援と Rapid	Response	ECMO	Teamの派遣	
～我が国の医療危機管理の再考～

済生会宇都宮病院　栃木県救命救急センター　救急・集中治療科　小倉　崇以

PD3-3	 新型コロナウイルス対応におけるコマンド機能と情報管理の重要性
広島大学大学院医系科学研究科　救急集中治療医学　大下慎一郎

PD3-4	 COVID-19 パンデミックによる酸素・個人防護服・薬剤供給の欠乏と対応	
～集中治療室における医療的災害時のピットフォールと BCP ～

東京都立多摩総合医療センター　ECMO センター　米田　龍平

PD3-5	 COVID-19 における調整本部活動
日本医科大学付属病院　高度救命救急センター　小笠原智子

16:10 ～ 18:10
特別企画「COVID-19 と災害医療の戦い～今までの対応の総括・この災害の本質・出口への道標～」1	
ダイヤモンドプリンセス号の真実

座長　松原　峰生（滋賀県庁） 
　　　小早川義貴（国立病院機構本部 DMAT 事務局　福島復興支援室）

SP1-1	 ダイヤモンド・プリンセス号におけるDMAT 活動
国立病院機構本部 DMAT 事務局　近藤　久禎

SP1-2	 ダイアモンドプリンセス号における対応
厚生労働省　健康局　正林　督章

SP1-3	 感染症事案から船内の災害としての対応の転換による事態収拾
神奈川県庁 / 藤沢市民病院　阿南　英明

SP1-4	 ダイアモンドプリンセス号対応を通じて
厚生労働省　堀岡　伸彦

SP1-5	 ダイアモンドプリンセス号における JMAT 活動
千葉県勤労者医療協会かまがや診療所　石川　広己

SP1-6	 自衛隊中央病院におけるダイヤモンド・プリンセス号対応の振り返りと得られた課題
自衛隊佐世保病院　田村　　格
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18:10 ～ 19:10
特別企画「COVID-19 と災害医療の戦い～今までの対応の総括・この災害の本質・出口への道標～」2

座長　寺谷　俊康（厚生労働省医系技官　新型コロナ対策推進本部（国際班、地域支援班）感染症医療体制専門官）

基調講演	 新型コロナウイルス感染症に対する災害医療対応
国立病院機構本部 DMAT 事務局　近藤　久禎
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1 日目　3月 3日（木）	
第 5会場（広島国際会議場 B2F ラン 1、2）

14:30 ～ 16:00
パネルディスカッション 4	
守る　災害医療：災害時の妊産婦対応

座長　久野　将宗（日本医科大学多摩永山病院　救命救急科） 
　　　高村　ゆ希（東京医科歯科大学病院　周産女性診療科）

PD4-1	 小児周産期領域災害対策検討委員会報告～守る、つなぐ、動かす～　災害時の小児周
産期対応～

神奈川県立保健福祉大学　ヘルスイノベーション研究科　吉田　穂波

PD4-2	 災害時の妊産婦支援
愛仁会　千船病院　救急診療部 / 認定特定非営利法人災害人道医療支援会　山下　公子

PD4-3	 救急救命士に対する妊産婦救護に関する反復講習の必要性について
土佐市消防本部　宮原　　誠

PD4-4	 救急隊員の周産期症例対応能力向上を目的とした教育プログラム開発
大東文化大学　スポーツ・健康科学部　看護学科　奥平　寛奈

PD4-5	 Virtual	Reality を用いた救急車内分娩介助教育の効果
日本体育大学保健医療学研究科　救急医災害医療学専攻 / 日本体育大学保健医療学部救急医療学科　鈴木　健介

PD4-6	 甚大災害時を見据えた救急救命士への病院前妊産婦救護への教育アプローチ	
～なぜ妊産婦救護に苦手意識があるのか？～

医療法人　徳洲会　中部徳洲会病院　救急集中治療部　池田　武史

PD4-7	 小児周産期リエゾンを機能させる災害医療現場システムの考案
日本医科大学多摩永山病院　女性診療科・産科　山岸　絵美

16:10 ～ 17:40
パネルディスカッション 6	
守る　災害医療：災害時の要援護者対応

座長　冨岡　譲二（社会医療法人　米盛病院　救急科） 
　　　原田奈穂子（宮崎大学　医学部　看護学科　精神看護学領域）

PD6-1	 更なる保健、医療、福祉の連携強化をめざして
宮崎大学　医学部　看護学科　精神看護学領域　原田奈穂子

PD6-2	 全国における災害福祉支援体制の整備状況と医療との連携における課題
群馬県社会福祉協議会　施設福祉課　鈴木　伸明

PD6-3	 災害時のみならず平時から地域における医療と福祉の連携活動を意識する
国立病院機構高崎総合医療センター　救急科 / 原町赤十字病院　医療社会事業課　町田　浩志

PD6-4	 D24H を用いたシステムからの災害時要配慮者対応
芝浦工業大学　システム理工学部　市川　　学
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PD6-5	 熱海土砂災害におけるホテル避難所の要援護者支援について
常葉大学　保健医療学部　作業療法学科　村岡　健史
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1 日目　3月 3日（木）	
第 6会場（WEB）

14:30 ～ 15:30
一般演題　口演 1	
指揮・調整・連携	1

座長　北川　喜己（名古屋掖済会病院　救命救急センター） 
　　　黒田　泰弘（香川大学医学部救急災害医学）

O1-1	 基幹災害拠点病院としてどこまでやるべきか～災害対応から訓練まで～
大阪急性期・総合医療センター　西　　健太

O1-2	 保健医療調整本部等におけるマネジメント
浜松医科大学健康社会医学講座　尾島　俊之

O1-3	 DMAT による COVID-19 臨時応急処置施設開設・運営の経験と我が県における課題
松阪中央総合病院　外科　谷口健太郎

O1-4	 茨城県における COVID-19 対応医療体制の構築
国立病院機構　水戸医療センター　救命救急センター　安田　　貢

O1-5	 北海道オホーツク医療圏の COVID-19 治療の標準化への取り組み
北見赤十字病院　斉藤　高彦

O1-6	 コロナ禍における救急患者受け入れ体制の在り方～近隣で発生した交通外傷患者の受
け入れを通して～

西脇市立西脇病院　熊田　博樹

O1-7	 兵庫県における Slack を用いた多職種多機関連携
兵庫医科大学　救急災害医学講座　桑原　正篤

15:30 ～ 16:30
一般演題　口演 2	
指揮・調整・連携	2

座長　榎本　　暁（松竹株式会社） 
　　　若井　聡智（独立行政法人国立病院機構　本部 DMAT 事務局）

O2-1	 COVID-19 における院内マネジメント -CSCATTT で立ち向かう COVID-19 対策推進本部
の取組み -

彦根市立病院　佐伯　公亮

O2-2	 COVID-19 流行下の大規模災害発生時にも病院機能を維持するために出来ること
日本赤十字社医療センター　救命救急センター / 日本赤十字社医療センター　国内医療救護部　鷺坂　彰吾

O2-3	 東北大学病院の新型コロナウイルス感染症（COVID-19）拡大への対応
東北大学病院　総合地域医療教育支援部　石井　　正

O2-4	 資源が不足する高齢者施設における感染対策ガイドラインの作成：COVID-19 の場合
東京慈恵会医科大学　越智　小枝
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O2-5	 福井県の高齢者福祉施設での新型コロナウイルスクラスター対応～多機関が顔を突き
合わせることの重要性～

福井県立病院　救命救急センター　東　　裕之

O2-6	 新型コロナウィルス感染症拡大下での沖縄県支援の経験
独立行政法人　国立病院機構　本部 DMAT 事務局　若井　聡智

O2-7	 災害現場で一人ひとりの力を最大化する、ジャパンハート新型コロナウィルス感染症
緊急支援班のチーム・マネジメント

特定非営利活動法人ジャパンハート　国際緊急救援事業部　高橋茉莉子

16:30 ～ 17:30
一般演題　口演 3	
CSCATT

座長　川瀬　鉄典（兵庫県災害医療センター） 
　　　森野　一真（山形県立中央病院　救命救急センター）

O3-1	 COVID-19 は災害なのか？！　~	"CSCATTT" で考える	~
神戸赤十字病院　医療社会事業部 / 神戸赤十字病院　感染対策室　岡本　貴大

O3-2	 DER(Dental	Emergency	Responder) によるトリアージのシンプル化と救命率向上
一般社団法人　TACMEDA　照井　資規

O3-3	 LINE	official	account を使用した START 法机上ゲーム「トリアージマン」の有用性
日本医科大学　千葉北総病院　救命救急センター / 日本医科大学　救急医学教室　本村　友一

O3-4	 医学生へのトリアージ実習
川崎医科大学附属病院　救急科　井上　貴博

O3-5	 コロナ禍における病院外心原性心停止例に関する検討
関西医科大学　救急医学講座　梶野健太郎

O3-6	 大規模災害時の攻めの空路搬送調整活動の変遷
日本医科大学　千葉北総病院　救命救急センター / 日本医科大学　救急医学教室　本村　友一

O3-7	 手術調整チームによる緊急手術運用システムの構築
日本赤十字社愛知医療センター　名古屋第二病院　手術管理センター　秋田　英登
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1 日目　3月 3日（木）	
第 7会場（WEB）

14:30 ～ 15:30
一般演題　口演 4	
新型コロナウイルス	1

座長　佐々木秀章（沖縄赤十字病院） 
　　　山内　　聡（仙台市立病院　救急科）

O4-1	 新型コロナウイルス感染症　千葉県入院待機ステーションの設置と運営～ＤＭＡＴ隊
員そして県職員として～

千葉県がんセンター　小原　裕樹

O4-2	 COVID-19 第 5 波における愛知県入院待機ステーション設置の課題と第 6波での対応
策

愛知医科大学　高橋　礼子

O4-3	 入院待機（酸素）ステーション機能の災害時運用の可能性
京都第一赤十字病院　高階謙一郎

O4-4	 新型コロナウイルス感染症患者の受け入れと「断らない救急」との両立を目指して
横浜市立みなと赤十字病院　救命救急センター　中山　祐介

O4-5	 救急現場の重症搬送困難事例において臨機応変な医療連携が奏功した２症例
東京消防庁　救急部　救急管理課　委託研修生 / 日本医科大学付属病院高度救命救急センター　大迫　和也

O4-6	 新型コロナウィルス感染症流行下での救急出動と感染対策について
津市消防本部　松下　来師

O4-7	 新型コロナウイルス感染症流行期間中の地域における病院救急車活用報告
医療法人伯鳳会　東京曳舟病院　救急科 / 医療法人伯鳳会　東京曳舟病院　地域救急医療センター　三浦　邦久

15:30 ～ 16:30
一般演題　口演 5	
新型コロナウイルス	2

座長　川谷　陽子（愛知医科大学病院） 
　　　中谷　宣章（埼玉医科大学病院総合診療内科）

O5-1	 本邦の DMAT による COVID-19 集団感染が発生した医療機関や福祉介護施設における
支援効果

国立病院機構本部 DMAT 事務局　赤星　昂己

O5-2	 特別養護老人ホームでのコロナウィルス患者の看取りの難しさ…クラスター対応の経
験から

手稲渓仁会病院　救命救急センター　岡本　博之

O5-3	 COVID-19 クラスターが発生した際の病院支援	と感染対策
東京慈恵会医科大学　救急医学講座　佐藤　浩之
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O5-4	 愛知県における医療・福祉施設クラスタ発生時の感染拡大抑制策
愛知医科大学災害医療研究センター / 愛知県新型コロナウイルス感染症調整本部医療体制緊急確保チーム　小澤　和弘

O5-5	 医療と福祉のすり合わせ	- 強度行動障害者の入所施設に発生したクラスターに対する
DMAT を中心とした医療支援の経験より -

山梨県立中央病院　DMAT　釘宮　愛子

O5-6	 入院・転院搬送調整困難下での高齢者福祉施設と精神科病院における感染対策の実際　
-現場で対応に悩んだ事例から -

特定非営利活動法人ピースウィンズ・ジャパン　坂田　大三

O5-7	 養護老人ホームにおける新型コロナウイルス感染症クラスターへの活動報告
岩手県立胆沢病院　泌尿器科　忠地　一輝

16:30 ～ 17:30
一般演題　口演 6	
新型コロナウイルス	3

座長　河嶌　　讓（国立病院機構本部 DMAT 事務局／ DPAT 事務局） 
　　　渡邉　暁洋（岡山大学学術研究院医歯薬学域　災害医療マネジメント学講座）

O6-1	 高知県栄養士会との連携による新型コロナウイルス感染症自宅療養者への食事提供
高知県立大学　健康栄養学部　島田　郁子

O6-2	 新型コロナウイルス感染症患者に対する持参薬鑑別と服薬指導
地方独立行政法人　北九州市立病院機構　北九州市立八幡病院　診療支援部薬剤課　末吉　宏成

O6-3	 岐阜市におけるワクチン集団接種会場への薬剤師派遣のためのリカレント教育の効果
岐阜薬科大学　地域医療実践薬学研究室 / プラス薬局　小池　　紫

O6-4	 宿泊療養施設における一般用医薬品の使用動向調査
福岡大学薬学部　臨床薬学研究室　中村　　愛

O6-5	 新型コロナウイルス感染症の宿泊療養施設におけるロジスティック活動
福岡大学薬学部　臨床薬学研究室　江川　　孝

O6-6	 精神科病院のクラスター対応における検討
国立病院機構本部　DMAT 事務局　松田　宏樹

O6-7	 山口県における精神科病院での COVID-19 クラスター対応について
山口大学　大学院医学系研究科　救急・総合診療医学講座 / 山口県 COVID-19 クラスター対策班　藤田　　基
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1 日目　3月 3日（木）	
ポスター会場（WEB）

16:20 ～ 17:00
一般演題　ポスター 1	
指揮・調整・連携	1

座長　久保山一敏（京都橘大学　健康科学部） 
　　　山本　大樹（地区防災研究所（琉球大学島嶼防災研究センター研究開発室２））

P1-1	 水害時の避難確保計画策定の経験
多根総合病院　救急科　柳　　英雄

P1-2	 工事現場でのガス噴出事故における病院前救護活動報告
奈良県立医科大学付属病院　高度救命救急センター　淺井　英樹

P1-3	 出雲空港消火救難訓練における出雲地区多数傷病者ガイドラインの効果 -局地災害に
おけるDMAT の役割と消防との連携 -

島根大学医学部　災害医療・危機管理センター / 島根大学医学部附属病院　高度外傷センター / 島根大学医学部　Acute Care Surgery 講座　室野井智博

P1-4	 当院における山間部での救急救助事案の現状と課題
埼玉医科大学国際医療センター　救命救急科　岸田　全人

P1-5	 災害対応へ向けた愛知県ドクターヘリと愛知県防災航空隊の連携構築について
愛知医科大学病院　寺島　嗣明

P1-6	 災害支援鍼灸マッサージ師合同委員会（DSAM）の活動
公益社団法人　全日本鍼灸マッサージ師会　災害対策委員会 / 

公益社団法人　日本鍼灸師会 / 公益社団法人福岡県鍼灸マッサージ師会 / 災害支援鍼灸マッサージ師合同委員会 
　仲嶋　隆史

16:20 ～ 17:00
一般演題　ポスター 2	
リスクコミュニケーション

座長　硲　　光司（国立病院機構北海道医療センター）

P2-1	 リスクコミュニケーションの効果測定に関する考察
福島県立医科大学　放射線健康管理学講座　安井　清孝

P2-2	 災害晩期型リスクコミュニケーション教育の試み
福島県立医科大学　放射線健康管理学講座　安井　清孝

P2-3	 COVID-19 感染症対策におけるリスクコミュニケーション
健生会土庫病院　中尾　　武
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16:20 ～ 17:00
一般演題　ポスター 3	
トリアージ

座長　川嶋　隆久（社会医療法人行岡医学研究会行岡病院救命救急科）

P3-1	 学校における災害時簡易トリアージの必要性
慶應義塾大学　政策・メディア研究科　吉田　　茜

P3-2	 当院のトリアージタグの記載についての研修と今後の課題
埼玉医科大学国際医療センター　守屋　信昭

16:20 ～ 17:00
一般演題　ポスター 4	
研修・訓練・評価	1

座長　小池　　薫（京都医療センター） 
　　　山畑　佳篤（京都府立医科大学　救急・災害医療システム学）

P4-1	 地震と感染症の同時発生を想定した災害訓練
山形県立新庄病院　長瀬　輝顕

P4-2	 演題取り下げ

P4-3	 第２類感染症指定病院かつ地域災害拠点病院における COVID19 禍での地震災害発生
を想定した図上訓練からの課題

地域医療振興協会　公立丹南病院　窪田　直美

P4-4	 人流抑制・低コストの工夫を取り入れたコロナ禍の防災訓練
東京都立広尾病院　久下みどり

P4-5	 コロナ禍でも病院の一連の災害対応を経験できた病院災害対応机上訓練
高崎総合医療センター　薬剤部　百武　宏志

16:20 ～ 17:00
一般演題　ポスター 5	
研修・訓練・評価	2

座長　金子　　唯（三重大学医学部附属病院　救命救急・総合集中治療センター） 
　　　中村　光伸（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）

P5-1	 コロナ禍のトリアージ訓練用ツールとして開発した新たなエマルゴ式トリアージ人形
カードの有用性

鐘ヶ渕薬局　吉田　香里

P5-2	 新型コロナウイルス感染症流行による災害訓練代替措置としての災害レクチャー
飯塚病院　救急科　山田　哲久

P5-3	 コロナ禍における災害研修の実態と今後の課題
愛知医科大学　医学部　災害医療研究センター　津田　雅庸

P5-4	 コロナ禍における防災減災職員教育
医療法人社団東光会　西東京中央総合病院　宮原　麻貴
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P5-5	 地域災害研修による防災意識の変化と今後の課題について
大阪府済生会千里病院　千里救命救急センター　伊藤　裕介

16:20 ～ 17:00
一般演題　ポスター 6	
その他

座長　井　　清司（産山村診療所） 
　　　西澤　健司（東邦大学医療センター大森病院）

P6-1	 災害医療現場におけるデジタルホワイトボードの活用
春日井市民病院　救命救急センター　近藤　圭太

P6-2	 深刻化する医薬品不足に対する当院の対応
前橋赤十字病院　薬剤部　高麗　貴史

P6-3	 離島在住の洞不全症候群症例に対する植え込み型心電計の使用例
江東病院　循環器内科　高部　智哲

P6-4	 スキューバダイビングに伴う脊髄型減圧症の一例
沖縄県立南部医療センター・こども医療センター　青木龍之介

P6-5	 畜産業における「労働災害」の分析
帝京大学　薬学部　環境衛生学研究室 / 帝京大学　大学院公衆衛生学研究科　山本　秀樹

16:20 ～ 17:00
一般演題　ポスター 7	
情報・通信・セキュリティ

座長　秋冨　慎司（医療社団法人　医凰会　医療危機管理部） 
　　　井上　　彰（明石医療センター　救急科）

P7-1	 IoT、AI を用いた災害医療の未来において求められる機能の提言
広島大学　大学院医系科学研究科　公衆衛生学　久保　達彦

P7-2	 コロナ禍の救急搬送における 12誘導心電図伝送システムの有用性について
津市消防本部　笹村　晶紀

P7-3	 院内共有ファイルサーバを使用した防災訓練の取り組み
筑波大学附属病院　看護部　田中　聡壮

P7-4	 安否確認システムによる災害訓練を実施して（第３報）
地方独立行政法人加古川市民病院機構　加古川中央市民病院　事務局　総務部　中山　直樹

P7-5	 演題取り下げ

P7-6	 近年の内陸活断層型地震の被害データに基づく重篤な負傷者の予測手法の高度化につ
いて

神戸学院大学　現代社会学部　社会防災学科　佐伯　琢磨
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17:00 ～ 17:40
一般演題　ポスター 8	
病院・施設の安全対策

座長　松園　幸雅（荒尾市民病院　救急科） 
　　　森田　正則（堺市立総合医療センター　救命救急センター）

P8-1	 手術室におけるヒヤリ・ハット報告の内容分析－災害時の危機管理システム構築に役
立てる -

佐賀大学医学部看護学科　国際保健看護学領域　石橋　秋奈

P8-2	 クラスターが発生した施設でのゾーニングにおける喫煙の問題
埼玉医科大学病院 DMAT　中谷　宣章

P8-3	 医療施設の感染症対策を加速する簡易陰圧室の性能評価
福井工業大学　工学部　建築土木工学科　竹田　周平

P8-4	 作業停電をより安全に！停電に強い病院を目指して取り組んだ 2021 年度院内訓練
厚生連高岡病院　災害対策企画部会　伊藤　宏保

P8-5	 潮時表を考慮した、南海トラフ巨大地震後の病院の大津波浸水レベルの検討
市立八幡浜総合病院麻酔科・救急科　越智　元郎

P8-6	 大規模災害における救護所の医療安全に対する FRAM分析のための機能同定
帝京大学医学部救急医学講座　安心院康彦

17:00 ～ 17:40
一般演題　ポスター 9	
研修・訓練・評価	3

座長　豊田　　泉（岐阜県総合医療センター　救急科） 
　　　和藤　幸弘（金沢医科大学　救急医学）

P9-1	 役職者不在の夜勤中にどう動くか～夜勤想定の机上訓練の実施と課題～
医療法人社団東光会　西東京中央総合病院　西條　翔也

P9-2	 当院での災害対応研修の開催を通知する方法の検討と課題
埼玉医科大学国際医療センター　看護部　深井　和美

P9-3	 演題取り下げ

P9-4	 遺体安置所内での感染症対策下における災害机上訓練
鶴見大学　歯学部　法医歯学　勝村　聖子

P9-5	 指揮命令系統を意識した机上避難所運営訓練（HUGの応用編）
香川大学　危機管理先端教育研究センター　萩池　昌信
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17:00 ～ 17:40
一般演題　ポスター 10	
総論　その他

座長　杉田　　学（順天堂大学医学部附属練馬病院） 
　　　萬年　琢也（山形県立中央病院）

P10-1	 人道支援の必須基準（CHS）を用いた、DMAT 事務局における新型コロナウイルス対
応の評価

国立病院機構本部厚生労働省 DMAT 事務局　千島佳也子

P10-2	 DMAT 活動に対する調和的情熱と職場環境の良さは関連する
札幌医科大学附属病院　高度救命救急センター　新山　紗千

P10-3	 A 県におけるDMAT 看護師の活動状況と今後の課題
香川大学　医学部　附属病院　國方　美佐

P10-4	 都道府県等DPAT における課題
獨協医科大学埼玉医療センター　救急医療科 / 厚生労働省委託事業　DPAT 事務局　五明佐也香

P10-5	 新型コロナウイルス感染症病棟における安全管理に関する研修の経験～災害時の安全
管理の考え方を応用した感染症への対応～

義父赤十字病院　麻酔科　山田　忠則

P10-6	 医療崩壊を防ぐ！「災害モード」で病院全体で取り組む Covid-19 対応
名古屋市立大学病院　救急科　服部　友紀

17:00 ～ 17:40
一般演題　ポスター 11	
新型コロナウイルス	1　ワクチン

座長　佐々木宏之（東北大学災害科学国際研究所） 
　　　林　　秀樹（岐阜薬科大学　地域医療実践薬学研究室）

P11-1	 大分大学における新型コロナワクチン職域接種の結果報告
大分大学　医学部　附属病院　高度救命救急センター　石井　圭亮

P11-2	 京都橘大学 COVID-19 ワクチン職域接種医療体制について
京都橘大学　健康科学部　救急救命学科　杉木　翔太

P11-3	 新型コロナワクチン電話相談窓口における意識調査報告
東京医科大学病院　伊藤　智子

P11-4	 感染防護研修会の推進とワクチン接種ボランティア支援の実践により医療資源の限ら
れた地域をパンデミックから守る取り組み

NPO われらはふるさと医療応援団　平出　　敦
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17:00 ～ 17:40
一般演題　ポスター 12	
公衆衛生	1　その他

座長　石川　秀樹（帝京大学医学部救急医学講座） 
　　　大場　次郎（順天堂大学医学部附属練馬病院　救急・集中治療科）

P12-1	 COVID-19 関連死における遺族へのグリーフケアのサポート体制を考える
千葉大学　大学院医学研究院　法医学教室　斉藤　久子

P12-2	 子ども支援における国際NGOと災害保健医療の連携
公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン　赤坂　美幸

P12-3	 助産師による妊産婦および子どもを持つ母親への災害への備えと支援体制
日本赤十字看護大学付属災害救護研究所　日本赤十字看護大学　看護学研究科　内木　美恵

P12-4	 災害時の避難所運営での看護師の役割　「遠隔診療について」
国立病院機構本部　DMAT 事務局　小塚　　浩

P12-5	 東日本大震災後の被災地までの近接性と医師分布変化の特性について
広島大学大学院先進理工系科学研究科環境保健科学研究室　鹿嶋小緒里

P12-6	 岩手県二戸市における防災士を対象とした活動実態調査及び役割認識調査
弘前医療福祉大学　短期大学部　救急救命学科　鳴海　圭佑

17:00 ～ 17:40
一般演題　ポスター 13	
ロジスティクス	1　情報・通信

座長　佐藤　　大（東北医科薬科大学） 
　　　高橋　　昌（新潟大学大学院医歯学総合研究科　新潟地域医療学講座　災害医学・医療人育成部門）

P13-1	 院内災害対策本部での電子化による情報収集の検討
社会医療法人共愛会戸畑共立病院　高崎　裕介

P13-2	 音声 AI を活用した chronology ／ Excel シート自動作成システムの構築
弘前大学大学院　保健学研究科　放射線技術科学領域　辻口　貴清

P13-3	 院内新型コロナウイルス対策本部での課題進捗管理と情報共有
東北医科薬科大学　医学部　救急・災害医療学教室　佐藤　　大

P13-4	 PDCA を活用した災害時情報伝達訓練の検討
富山市立富山市民病院　島崎　哲弥

P13-5	 アマチュア無線レピータ JP2YGE における伝搬範囲及び伝搬条件の検討
藤田医科大学　医学部　健康科学　若月　　徹
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17:00 ～ 17:40
一般演題　ポスター 14	
国際支援活動	1

座長　甲斐聡一朗（兵庫県災害医療センター） 
　　　三浦由紀子（東京医療保健大学立川看護学部）

P14-1	 本国内に国際医療チームを受援した場合の医療リエゾンの必要性について
国際協力機構　国際緊急援助隊事務局　勝部　　司

P14-2	 国際災害医療チームの受援に関する研究―国際受援標準業務手順書の開発
広島大学　大学院医系科学研究科　公衆衛生学　久保　達彦

P14-3	 米国 DMAT 国際医療受援に向けたバーチャル机上演習
国立病院機構本部　厚生労働省 DMAT 事務局　若井　聡智

P14-4	 国際医療チーム（米国DMAT）を受援した場合のロジスティクス支援の課題
国立病院機構本部　厚生労働省 DMAT 事務局　豊國　義樹

P14-5	 EMTCC 運営に必要な資機材の検討
国立病院機構本部　厚生労働省 DMAT 事務局　豊國　義樹

P14-6	 災害用フィールドホスピタルのロジスティクス：医療消耗品の管理と保管
大阪赤十字病院　国際医療救援部 / 日本赤十字看護大学附属災害救護研究所　国際医療救援部門　中出　雅治

17:00 ～ 17:40
一般演題　ポスター 15	
多機関・職種連携	1　その他

座長　井原　則之（社会医療法人近森会　近森病院） 
　　　林　　靖之（大阪府済生会千里病院）

P15-1	 災害拠点病院における病棟看護師の自然災害時の危機意識に対する文献検討
日本赤十字広島看護大学　看護学部　看護学科　時里奈々恵

P15-2	 災害支援における大学との連携
特定非営利活動法人アムダ（AMDA）　シュレスタジョシアルチャナ

P15-3	 千葉 JRAT における人材登録システムをはじめとする体制整備
千葉県千葉リハビリテーションセンター　地域支援センター　地域リハ推進部 / 千葉 JRAT 事務局　後藤　達也

P15-4	 緊急事態宣言下における性暴力被害者支援についての考察
日本赤十字社愛知医療センター　名古屋第二病院　性暴力被害者支援センター　日赤なごや　なごみ　山田　浩史

P15-5	 災害時避難所における歯科医師の役割と学びについて
医療法人社団　ニイガタクリニック　成澤　祥子

P15-6	 救急救命士法改正による災害時の院内救急救命士の役割
社会医療法人陽明会　小波瀬病院　向井　亮裕
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2 日目　3月 4日（金）	
第 1会場（広島国際会議場 B1F フェニックスホール）

9:10 ～ 10:40
シンポジウム 3	
育てる　災害医療のパラダイムシフト：レジェンド特別セッション

座長　鵜飼　　卓（兵庫県災害医療センター　救急科） 
　　　喜多　悦子（公益財団法人　笹川保健財団）

SY3-1	 アフガン戦争における戦傷外科の経験
国士館大学大学院　救急システム研究科　杉本　勝彦

SY3-2	 国際赤十字委員会アフガン戦傷外科病院で学んだこと
医療法人　白卯会　白井病院　甲斐　達朗

SY3-3	 アフガン戦争における戦争外科の経験が人生を変えた。
花と森の東京病院　二宮　宣文

11:00 ～ 12:00
特別講演 4	
守る　災害医療のパラダイムシフト

座長　中田　正明（兵庫県災害医療センター / 神戸赤十字病院　放射線課）

山寺で観えたもの　～日本人の忘れもの～
（宗）般若寺　福嶋　弘昭

14:20 ～ 15:20
特別講演 5	
育てる　災害医療のパラダイムシフト

座長　中田　敬司（神戸学院大学　現代社会学部　社会防災学科）

やればできるを証明する
日本ボクシング連盟女子強化委員会　伊田　武志

15:30 ～ 17:30
シンポジウム 5	
防災学術連携体特別セッション『浸水被害、土砂災害に対する病院の備え』

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） 
　　　大友　康裕（東京医科歯科大学　救急災害医学分野）

SY5-1	 土砂災害と気象予測
日本気象学会　橋田　俊彦

SY5-2	 水災害に対し住民の命を守るための市町村災害対応情報システムの開発
九州大学大学院工学研究院 / 土木学会　塚原　健一

SY5-3	 病院建築・構造・設備の水害対策
日本建築学会　長澤　　泰
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SY5-4	 水害・土砂災害の災害情報と防災対策
東京大学大学院情報学環総合防災情報研究センター / 日本災害情報学会　関谷　直也

17:40 ～ 19:10
パネルディスカッション 15	
育てる　災害医療：東京オリ・パラ医療体制の検証

座長　森村　尚登（帝京大学医学部　救急医学講座） 
　　　本間　正人（鳥取大学医学部　救急災害医学分野）

PD15-1	 東京 2020 オリンピックパラリンピック自転車ロードレース競技での医療体制
浜松医科大学　医学部　救急災害医学講座　吉野　篤人

PD15-2	 救急・災害医療の知識でトライアスロンに挑む　東京 2020 大会
昭和大学　医学部　救急・災害医学講座　八木　正晴

PD15-3	 東京 2020 大会指定医療機関としての当院救急外来での取り組み	
～コロナ禍にいかに備えたか～

東京医科歯科大学病院　救命救急センター　岩崎　陽平

PD15-4	 東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会における室内競技会場の準備と工
夫

日本医科大学付属病院　看護部 / 日本医科大学付属病院　高度救命救急センター　山崎　直人

PD15-5	 東京 2020 大会メディカルスタッフに対する CPR	AED 研修の変遷
東京慈恵会医科大学　救急医学講座　佐藤　浩之
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2 日目　3月 4日（金）	
第 2会場（広島国際会議場 B2F ダリア 1）

9:10 ～ 9:55
招聘講演 2

座長　大友　康裕（東京医科歯科大学）

The	evolution	of	the	Emergency	Medical	Team	Initiative
World Health Organization　Flavio Salio

9:55 ～ 10:40
招聘講演 3

座長　小井土雄一（独立行政法人国立病院機構本部 DMAT 事務局）

The	U.S.	National	Disaster	Medical	System:		
Evolving	Federal	Response	Capacities	for	the	21st	Century

U.S. Department of Health and Human Services　Joseph Lamana

10:40 ～ 12:10
シンポジウム 4	
育てる　災害医療のパラダイムシフト：JDR × ARCH合同セッション　国内 /国際人材育成

座長　大友　康裕（東京医科歯科大学　救急災害医学分野） 
　　　井上　潤一（山梨県立中央病院　高度救命救急センター）

SY4-1	 国際活動へのいざない
国立病院機構本部 DMAT 事務局　小井土雄一

SY4-2	 災害医療分野における国際人材の確保と育成　～国際緊急援助隊医療チームの事例か
ら

国際協力機構（JICA）　糟谷　良久

SY4-3	 JICA 救急・大災害医療コースから ARCHプロジェクト発展の系譜、“育てる人的ネッ
トワーク ”

医療法人白卯会　白井病院　甲斐　達朗

SY4-4	 ARCH2 における人材育成及び学術研究活動の実施戦略と日本の災害医療関係者との連
携強化

国際協力機構　池田　修一

14:20 ～ 15:50
パネルディスカッション 10	
育てる　災害医療：国際支援人材育成

座長　鵜飼　　卓（兵庫県災害医療センター　救急科） 
　　　大場　次郎（順天堂大学医学部附属練馬病院　救急・集中治療科）

PD10-1	 災害医療におけるOne	ASEAN	One	Response 実現のための ASEAN地域取り組み
ASEAN 災害医療連携強化プロジェクト　喜田たろう

PD10-2	 日本の人命救助から世界の人道支援への道と思い
国際協力機構　国際緊急援助隊事務局　勝部　　司
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PD10-3	 国際協力におけるキャリア形成
国際協力機構　国際緊急援助隊事務局　大政　朋子

PD10-4	 看護師保健師による国際開発協力への貢献
国際協力機構　国際緊急援助隊事務局　幅野由樹子

PD10-5	 日本の人命救助から世界の人道支援の道と思い
独立行政法人　国際協力機構　東南アジア・大洋州部　湊　　佑介

PD10-6	 できることを生かした国際貢献
独立行政法人国立病院機構本部　DMAT 事務局　豊國　義樹

PD10-7	 国際緊急援助隊等を登竜門とした国際へのチャレンジルート
広島大学　大学院医系科学研究科　公衆衛生学　久保　達彦

16:00 ～ 17:30
パネルディスカッション 12	
育てる　災害医療：国際支援

座長　冨岡　譲二（社会医療法人緑泉会　米盛病院　救急科） 
　　　甲斐聡一朗（兵庫県災害医療センター　救急部）

PD12-1	 Recommendations	for	burns	care	in	MCIs:	WHO	Emergency	Medical	Teams	Technical	
Working	Group	on	Burns	2017	ー	2020

済生会宇都宮病院　栃木県救命救急センター　救急・集中治療科　小倉　崇以

PD12-2	 COVID-19 パンデミック下の自然災害に対する国際緊急医療チームの受援調整
兵庫県災害医療センター　甲斐聡一朗

PD12-3	 日本の新型コロナウイルス感染症対策の支援～緊急人道支援の現状と課題～
外務省　国際協力局　緊急・人道支援課　児玉　光也

PD12-4	 日本赤十字社のパレスチナ赤新月社医療支援事業におけるレバノン共和国内での病院
支援～web会議システムによる遠隔支援の併用の検討～

日本赤十字看護大学付属災害救護研究所　大阪赤十字病院　池田　載子

17:40 ～ 18:40
招聘講演 4

座長　豊國　義樹（国立病院機構本部　厚生労働省 DMAT 事務局　災害医療課） 
　　　水家健太郎（国立病院機構本部　厚生労働省 DMAT 事務局　災害医療課）

Disaster	Medicine	and	Rehabilitation:	background	and	future	direction	of	the	EMT	Rehabilitation	
standard

World Health Organization　Pete Skeleton

指定発言者 大阪医科薬科大学医学部　総合医学講座リハビリテーション医学教室　冨岡　正雄
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2 日目　3月 4日（金）	
第 3会場（広島国際会議場 B2F ダリア 2）

9:00 ～ 9:40
特別講演 2

座長　古川　善也（広島赤十字・原爆病院　消化器内科）

放射線災害に備える医療開発	～ヒロシマ・ナガサキ・フクシマの経験から～
広島大学　原爆放射線医科学研究所　細胞修復制御研究分野　田代　　聡

9:40 ～ 10:40
特別講演 3

座長　田代　　聡（広島大学　原爆放射線医科学研究所）

広島赤十字・原爆病院の原爆救護	～被爆直後とその後の対応について～
広島赤十字・原爆病院　古川　善也

10:40 ～ 12:10
パネルディスカッション 8	
育てる　災害医療：放射線災害

座長　廣橋　伸之（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） 
　　　長谷川有史（福島県立医科大学医学部　放射線災害医療学講座）

PD8-1	 放射線災害医療対応者は自身の許容できる被ばく線量基準値を有しているか？
福島県立医科大学　医学部　放射線災害医療学講座　井山　慶大

PD8-2	 原子力災害時に活動できるDMAT 縮小派遣隊数の試算～中四国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

PD8-3	 原子力災害対応能力維持のための日本赤十字社の取組
長浜赤十字病院　医療社会事業部　中村　誠昌

PD8-4	 世界的原子力発電所密集地域での放射線災害に対する備え～福井のネットワーク・人
材育成の取り組み～

福井県立病院　救命救急センター　前田　重信

PD8-5	 大学病院の全科協力体制で対応する新型コロナウイルス感染者への在宅診療
弘前大学　大学院医学研究科　花田　裕之

PD8-6	 被ばく医療における人材育成
量子科学技術研究開発機構　放射線医学研究所　富永　隆子

PD8-7	 放射線災害に強い国際的人材を育成する	
～放射線災害に特化した大学院博士課程教育を中心に～

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 / 
広島大学　大学院　放射線災害復興を推進するフェニックスリーダー育成プログラム / 広島大学　緊急被ばく医療推進センター 

　廣橋　伸之
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14:20 ～ 15:50
パネルディスカッション 11	
育てる　災害医療：次世代技術

座長　高階謙一郎（京都第一赤十字病院　救命救急センター） 
　　　中出　雅治（大阪赤十字病院　国際医療救援部）

PD11-1	 移動可能なインフラ機能の普段使いによる災害対策「スマートデザインシェルター構
想」

熊本赤十字病院　国際医療救援部　曽篠　恭裕

PD11-2	 20 年後の野外医療施設の開発
日本赤十字看護大学附属災害救護研究所　国際医療救援部門 / 大阪赤十字病院　国際医療救援部　中出　雅治

PD11-3	 E －ディフェンスにおける実物大模擬病院の振動実験による震災時医療機能継続性評
価手法の開発

京都大学医学部附属病院　初期診療・救急科 / 京都大学防災研究所　地域医療 BCP 連携研究分野　趙　　晃済

PD11-4	 医療ビッグデータを災害疫学へ　東日本大震災後の災害関連一酸化炭素中毒
救急振興財団　救急救命東京研修所　中島　幹男

PD11-5	 空の産業革命と災害医療「次世代技術とハイブリッドプラットフォーム」
東京電機大学　研究推進社会連携センター　災害救急医療情報学　横田　勝彦

PD11-6	 高速衛星回線システムを用いた非常用通信の最新動向
スカパー JSAT 株式会社　宇宙事業部門　宇宙・衛星事業本部　瀬尾　　淳

16:00 ～ 17:30
パネルディスカッション 13	
育てる　災害医療：災害支援パートナー

座長　中森　知毅（横浜労災病院　救命救急センター　救急災害医療部） 
　　　田口　健藏（社会医療法人陽明会　小波瀬病院　救急科）

PD13-1	 救急指揮所の運営に特化した多数傷病者対応訓練の実施について
広島市消防局　警防部　救急課　三島　智隆

PD13-2	 日本の NGO：災害人道医療支援会	(HuMA)
淀川キリスト教病院　救急センター / 災害人道医療支援会　夏川　知輝

PD13-3	 災害支援パートナーとしてのNGOの役割
ピースウィンズ・ジャパン　稲葉　基高

PD13-4	 JRAT（一般社団法人日本災害リハビリテーション支援協会）について
一般社団法人　日本災害リハビリテーション支援協会 / 大阪医科薬科大学　医学部総合医学講座リハビリテーション医学教室　冨岡　正雄

PD13-5	 日本栄養士会災害支援チーム (JDA-DAT) の今後の体制構築について
公益社団法人　日本栄養士会　下浦　佳之

PD13-6	 AMAT の育成と災害医療への貢献
直和会　平成立石病院　地域救急医療センター / 公益社団法人　全日本病院協会　救急・防災委員会　大桃　丈知

PD13-7	 災害救護における学術、国内・国際救護組織、ボランティアとの連携
日本赤十字看護大学附属災害救護研究所　丸山　嘉一
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17:40 ～ 18:40
特別講演 7

座長　楠　　真二（県立広島病院　救命救急センター）

平成 30年 7月豪雨災害の概要と広島県の対応について
広島綜合警備保障（株）　施設管理事業部　山本　雅治
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2 日目　3月 4日（金）	
第 4会場（広島国際会議場 B2F コスモス 1、2）

9:00 ～ 10:00
特別企画「COVID-19 と災害医療の戦い～今までの対応の総括・この災害の本質・出口への道標～」3

座長　近藤　久禎（国立病院機構本部　DMAT 事務局）

特別講演	 ダイヤモンド・プリンセス号での活動とその後の厚生労働行政について
衆議院　橋本　　岳

10:10 ～ 12:10
特別企画「COVID-19 と災害医療の戦い～今までの対応の総括・この災害の本質・出口への道標～」4	
対策本部活動

座長　石井　　正（東北大学病院　総合地域医療教育支援部） 
　　　高階謙一郎（京都第一赤十字病院　救命救急センター）

SP4-1	 神奈川県における COVID-19 対策本部の活動と戦略
神奈川県庁 / 藤沢市民病院　阿南　英明

SP4-2	 札幌市の新型コロナウイルス感染症対策（変異株への対応を中心に）
札幌市　保健福祉局　保健所　館石　宗隆

SP4-3	 取り下げ

SP4-4	 新型コロナウィルスへの島嶼県沖縄の災害医療的取り組み
沖縄赤十字病院　救急部　佐々木秀章

SP4-5	 愛知県における医療体制緊急確保チームと統括官の役割
名古屋掖済会病院　救命救急センター　北川　喜己

SP4-6	 新型コロナウイルス感染による医療崩壊を防ぐには、早期の統括DMAT と行政のタイ
アップと救急ネットワークのフル活用が不可欠である

宮崎大学　医学部　救急・災害医学　落合　秀信

14:10 ～ 16:10
特別企画「COVID-19 と災害医療の戦い～今までの対応の総括・この災害の本質・出口への道標～」5	
クラスター対応

座長　三村　誠二（徳島県立中央病院　救急科） 
　　　赤星　昂己（国立病院機構本部　DMAT 事務局）

SP5-1	 札幌市のクラスター対応について：初期から現在までの大規模クラスター対応の変遷
札幌市保健所医療対策室　中西　香織

SP5-2	 悲惨な新型コロナウイルス感染症クラスター事例
独立行政法人　国立病院機構　本部　DMAT 事務局　矢嶋　祐一

SP5-3	 静岡県西部における介護福祉施設へのクラスター支援は本当に有効であったのか？
浜松医科大学　救急災害医学講座　高橋　善明
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SP5-4	 新型コロナウイルス感染症クラスター対応における「広島モデル」の検証
広島大学　大学院医系科学研究科　公衆衛生学　田治　明宏

SP5-5	 新型コロナ感染症のクラスターが発生した牧病院（精神科）での支援活動
愛媛県立新居浜病院　明比　　俊

SP5-6	 精神科病院での COVID-19 クラスター対応におけるDPAT の役割と意義					～医療ひっ
迫の状況下でDPAT に何ができたか～

医療法人へいあん　平安病院　平安　　明

16:20 ～ 18:20
特別企画「COVID-19 と災害医療の戦い～今までの対応の総括・この災害の本質・出口への道標～」6	
サージキャパシティ（酸素ステーションと往診）

座長　藤見　　聡（大阪急性期・総合医療センター　救急診療科） 
　　　若井　聡智（独立行政法人国立病院機構本部　DMAT 事務局）

SP6-1	 札幌市における COVID-19 災害医療体制の構築　重点医療機関、医師会、行政の連携
国立病院機構北海道医療センター　救命救急センター救急科　七戸　康夫

SP6-2	 沖縄県における COVID-19 入院待機施設の設置、運用と課題
沖縄県立中部病院　救急科 / 沖縄県　保健医療部　感染症対策課　山口　　裕

SP6-3	 広島県における宿泊施設内療養所（酸素センター）の運用とその実際について
広島大学病院　危機医療センター　西田　　翼

SP6-4	 コロナ対応で今すべきことは何か（救急車トリアージの取組みを中心に）
関西医科大学　総合医療センター　救命救急センター　中森　　靖

SP6-5	 札幌市における新型コロナウイルス感染症自宅療養者の在宅医療体制づくり
医療法人財団老蘇会　静明館診療所　大友　　宣

SP6-6	 新型コロナウィルス感染症第 4波における神戸市の往診体制
兵庫県災害医療センター　島津　和久

18:20 ～ 19:20
特別企画「COVID-19 と災害医療の戦い～今までの対応の総括・この災害の本質・出口への道標～」7	
本邦の COVID-19 対応、一体何が悪かったのか。そしてこれからの日本が歩むべき道とは

座長　阿南　英明（神奈川県庁 / 藤沢市民病院　健康医療局） 
　　　近藤　久禎（国立病院機構本部　DMAT 事務局）

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構　放射線医学研究所　山下　俊一

福島県立医科大学　放射線健康管理学講座　坪倉　正治

福島県立医科大学附属病院　ふたば救急総合医療支援センター　島田　二郎

東京慈恵会医科大学　臨床検査医学講座　越智　小枝

川崎市健康安全研究所　岡部　信彦

東京医科歯科大学大学院　医歯学総合研究科　救急災害医学　大友　康裕
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2 日目　3月 4日（金）	
第 5会場（広島国際会議場 B2F ラン 1、2）

9:10 ～ 10:40
パネルディスカッション 7	
攻める　災害医療：病院船 /医療船を考える

座長　本間　正人（鳥取大学医学部　救急災害医学分野） 
　　　中田　敬司（神戸学院大学　現代社会学部　社会防災学科）

PD7-1	 ５Ｗ１Ｈの視点でみた船舶による医療活動の一考察
国立病院機構本部　DMAT 事務局　小森　健史

PD7-2	 大規模災害時に船舶を医療施設として使用する限界と展望
直和会　平成立石病院　地域救急医療センター / 公益社団法人　東京都医師会　救急委員会 / 公益社団法人　全日本病院協会　救急・防災委員会 

　大桃　丈知

PD7-3	 NGOによる災害対応医療船運用の経験
特定非営利活動法人ピースウィンズ・ジャパン　稲葉　基高

PD7-4	 日本における病院船のメリット／デメリット
沖縄県立八重山病院　竹島　茂人

PD7-5	 医療浮体と医療コンテナモジュールの併用が、災害時病院船医療支援機能を最適化す
る

日本大学医学部　救急医学系　救急集中治療医学分野　山口　順子

PD7-6	 新たな病院船は必要ない。なぜなら自衛隊が既に雛形を保有しているからである。
順天堂大学　柳川　洋一

PD7-7	 災害時の船舶利用について
三田市民病院　救急部門　橋本　直樹

10:40 ～ 12:10
パネルディスカッション 9	
守る　災害医療：災害急性期のクラスター会議

座長　石原　　諭（兵庫県災害医療センター　診療部） 
　　　池上　徹則（倉敷中央病院　救急科）

PD9-1	 災害急性期における医療支援団体連連携調整本部（クラスター会議）はどこに立ち上
げるべきか？

兵庫県災害医療センター　石原　　諭

PD9-2	 長崎県における災害時対応の保健医療福祉分野総合調整モデル検討
長崎県　福祉保健部　医療政策課　長谷川麻衣子

PD9-3	 災害時における保健所の機能強化の重要性
熊本県　人吉保健所　服部希世子

PD9-4	 地方災害対策本部と市町村の連携について
球磨村役場　中渡　　徹
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PD9-5	 いわゆるクラスター会議とは何か
山形県立中央病院　森野　一真

14:20 ～ 15:20
特別講演 6

座長　植田　信策（石巻赤十字病院　治験・臨床研究センター）

災害時のトイレ衛生対策を我慢から快適へとシフトする
特定非営利活動法人　日本トイレ研究所　加藤　　篤

16:00 ～ 17:30
パネルディスカッション 14	
在宅医療連合学会合同セッション　守る　災害医療：在宅療養者対応

座長　原田奈穂子（宮崎大学　医学部　看護学科　精神看護学） 
　　　小早川義貴（国立病院機構本部 DMAT 事務局　福島復興支援室）

PD14-1	 災害時のDMAT と在宅医療者の有機的な連携に向けて～新型コロナ対応を例に
東京医科歯科大学　東京都地域医療政策学講座　長嶺由衣子

PD14-2	 大阪および北海道での自宅待機者・在宅療養者対応
国立病院機構本部　DMAT 事務局　福島復興支援室　小早川義貴

PD14-3	 病床ひっ迫時の緩衝帯としての急性期在宅医療＝「在宅入院」
医療法人社団悠翔会　佐々木　淳

PD14-4	 神奈川県における COVID-19 地域・自宅療養の取り組みから生まれる地域包括ケア・
地域医療構想基盤

神奈川県庁 / 藤沢市民病院　阿南　英明

PD14-5	 「要配慮者」を守ることが新型コロナウイルス感染症における在宅医療の 1つの役割
である

医療法人双樹会　よしき往診クリニック / 京都府立医科大学　救急・災害医療システム学　宮本　雄気

PD14-6	 在宅療養中の新型コロナウイルス患者の搬送状況について
広島市消防局　警防部　救急課　柴村　晃輔

17:40 ～ 19:10
パネルディスカッション 16	
守る　災害医療：避難所における健康管理

座長　中森　知毅（横浜労災病院　救命救急センター　救急災害医療部） 
　　　辻　　拓也（久留米大学医学部　眼科学講座）

PD16-1	 熊本地震の避難所における健康被害の要因
熊本大学病院　災害医療教育研究センター　笠岡　俊志

PD16-2	 令和 2年 7月豪雨の経験からコロナ禍での避難所支援を考える
熊本赤十字病院　外傷外科　堀　　耕太

PD16-3	 TKB（トイレ、キッチン、ベッド）～避難所での健康被害を防ぐための食の仕組みづ
くり

石巻赤十字病院　治験・臨床研究センター　植田　信策
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PD16-4	 災害時における母子支援・周産期医療ニーズ予測ならびに母子向け福祉避難所マッピ
ング

神奈川県立保健福祉大学　ヘルスイノベーション研究科　吉田　穂波

PD16-5	 国際緊急援助隊医療チームにおける公衆衛生活動への取り組み
順天堂大学　医療看護学部　岡本美代子
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2 日目　3月 4日（金）	
第 6会場（WEB）

9:10 ～ 10:10
一般演題　口演 7	
情報・通信・セキュリティ

座長　石井　圭亮（大分大学医学部附属病院高度救命救急センター） 
　　　齋藤　大蔵（防衛医科大学校病院救急部）

O7-1	 アドホックネットネット環境で稼働する災害時患者情報システムは有用か
伊勢赤十字病院　救命救急センター　災害医療部　説田　守道

O7-2	 災害初期対応アプリ開発・運用に向けて～病院組織を意識した活用　普段使いを防災
に～

枡記念病院　災害救急医療部　伊藤　和恵

O7-3	 電子カルテにランサムウェア感染し災害モードとなった病院の対応
つるぎ町立半田病院内科　河野　誠也

O7-4	 消防通信指令システムを用いた、住民の服薬情報の保存と災害時における活用につい
て

北アルプス広域消防本部　吉沢　彰洋

O7-5	 コロナ禍における兵庫県 EMIS（個別搬送要請モード）の活用について
兵庫県災害医療センター　事業課　菊池　　悠

O7-6	 アマチュア無線最新デジタル通信モード "JS8" を災害医療に応用するための研究
東海大学　医学部　看護学　大山　　太

O7-7	 Covid-19 宿泊療養施設における健康管理方法の模索と応用
山梨県立中央病院　検査部　山田裕太朗

10:10 ～ 11:10
一般演題　口演 8	
ロジスティクス	1

座長　楠　　孝司（国立研究開発法人　国立成育医療研究センター） 
　　　藤原　弘之（岩手医科大学救急・災害・総合医学講座災害医学分野）

O8-1	 大規模災害発生時の病院外職員の行動と個人備蓄の現状を調査
都立多摩総合医療センター　災害対策室　光銭　大裕

O8-2	 人工呼吸器回路の違いによる発電機稼働時間の影響
新潟医療福祉大学　医療技術学部　臨床技術学科　高橋　良光

O8-3	 災害時の外部給電車両の利活用に関する研究
熊本赤十字病院　国際医療救援部　曽篠　恭裕

O8-4	 大規模災害時における病院給水量と資源量の検討
独立行政法人　国立病院機構　本部　DMAT 事務局　鈴木　教久
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O8-5	 福岡県災害派遣医療チームロジスティクス検討部会による「災害時ＥＭＩＳスクリー
ニング」

社会医療法人　陽明会　小波瀬病院　災害医療対策室　安部　　亮

O8-6	 二次医療圏での通信訓練の実施～地域の業務継続計画策定に向けた取り組み～
災害医療センター　江津　　繁

O8-7	 ＤＭＡＴ隊員が緊急自動車を安全に運転するために	～長野県の取り組み～
社会医療法人財団慈泉会　相澤病院　救急・救護・災害医療対策室　金子　秀夫

11:10 ～ 12:10
一般演題　口演 9	
ロジスティクス	2

座長　安藤和佳子（神戸赤十字病院） 
　　　関　　啓輔（社会医療法人財団大樹会総合病院回生病院　災害管理室）

O9-1	 熊本豪雨におけるコロナ禍での災害医療ロジスティクスの活動について
神戸学院大学　現代社会学部　社会防災学科　中田　敬司

O9-2	 神戸市のコロナ対応支援における情報共有化の課題について
神戸学院大学　現代社会学部　社会防災学科　中田　敬司

O9-3	 新型コロナウイルス感染症での医療継続を支援する物流管理に関する取組
済生会横浜市東部病院　内田　　力

O9-4	 大阪府災害時の医薬品等確保供給及び薬剤師の対応体制の整備事業に係る研修
大阪府健康医療部保健医療室感染症対策企画課　辻野　悦次

O9-5	 南海トラフ地震など大規模災害を見据えた高知県における災害薬事の取組
高知県・高知市病院企業団立　高知医療センター　薬剤局　田島　千愛

O9-6	 災害対策移動薬局車両の普及と運用に関する全国調査
岐阜薬科大学　地域医療薬学寄附講座 / 岐阜薬科大学　地域医療薬学寄附講座　岡村　佳奈

O9-7	 小型無人航空機を活用した災害対策移動薬局車両への医薬品供給システムの構築
岐阜薬科大学　地域医療薬学寄附講座 / 岐阜薬科大学　在宅チーム医療薬学寄附講座　宮谷　凌輔

O9-8	 災害対応におけるカーボンニュートラル推進に向けた燃料電池医療車の利活用に関す
る研究

熊本赤十字病院　国際医療救援部　曽篠　恭裕

14:20 ～ 15:20
一般演題　口演 10	
マニュアル・BCP

座長　石井　　正（東北大学病院） 
　　　中尾　博之（岡山大学学術研究院医歯薬学域　災害医療マネジメント学講座（DMMA））

O10-1	 統一的なタイムライン（行動計画）に基づく BCP 策定手法の検討
徳島大学環境防災研究センター　湯浅　恭史

O10-2	 BCP の一般化～震災から All	Hazard への拡張
日本赤十字社医療センター　救命救急センター・救急科　山下　智幸
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O10-3	 職員参集時間と人数に関する当院 BCP の検証：2021 年 10 月 7日の千葉県北西部地
震での安否コール運用の経験から

済生会横浜市東部病院　救急科　山崎　元靖

O10-4	 災害なんて関係ない？！災害対応の知識を普及させる取り組み
名古屋市大学医学部附属東部医療センター　三津山　和

O10-5	 特別警報級の大型台風に対する災害対応経験からの院内マニュアル作成
長崎大学病院　災害医療支援室　安藝　敬生

O10-6	 災害時の病院の通路空間における最優先治療群の診療場所の設営手法に関する調査研
究

東京電機大学　江川　香奈

O10-7	 ICT による安否確認システム導入の運用報告
国立病院機構　東京医療センター　太田　　慧

O10-8	 WEB 給与明細システムを用いた職員の安否・登院確認
大阪赤十字病院国際医療救援部　河合　謙佑

15:20 ～ 16:20
一般演題　口演 11	
研修・訓練・評価	1

座長　小倉　真治（岐阜大学大学院医学系研究科　救急・災害医学分野） 
　　　安本　友子（豊中平成病院）

O11-1	 感染症蔓延下での参集拠点本部の新たな運営形態の試み
日本赤十字社和歌山医療センター　集中治療部　/　医療社会事業部 / 令和 3 年度近畿地方 DMAT ブロック訓練企画ワー

キンググループ　是枝　大輔

O11-2	 病院幹部のみが参加する本部運営訓練の試み
済生会熊本病院　救急総合診療センター　救急科　佐藤　友子

O11-3	 当院における多職種による企画・運営・参加の災害対応訓練
草加市立病院　泌尿器科　吉永　敦史

O11-4	 災害訓練を実施したことにより見えた課題
公益財団法人　筑波メディカルセンター　筑波メディカルセンター病院　大塚　美沙

O11-5	 Covid19 流行下の災害を想定した災害初動訓練の進歩
国際医療福祉大学塩谷病院　看護部　田代　紘子

O11-6	 電子カルテ開発系システムを用いた多数傷病者受け入れ訓練の有用性
堺市立総合医療センター　災害時医療管理センター　森田　正則

O11-7	 南海トラフ地震による津波を想定した教職員用保育園のための避難訓練とサポート体
制の充実

三重大学医学部附属病院　災害対策推進・教育センター / 三重大学医学部附属病院　肝胆膵・移植外科　岸和田昌之
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16:30 ～ 17:30
一般演題　口演 12	
研修・訓練・評価	2

座長　市原　正行（独立行政法人国立病院機構本部ＤＭＡＴ事務局） 
　　　髙山　隼人（長崎大学病院地域医療支援センター）

O12-1	 令和３年度大規模地震時医療活動訓練における活動報告～いわき医療圏DMAT 活動拠
点本部～

大分大学　医学部　附属病院　高度救命救急センター　石井　圭亮

O12-2	 コロナ禍により困難となったDMAT ブロック訓練を実施するための工夫
和歌山県立医科大学附属病院　高度救命救急センター / 訓練企画部会　那須　　亨

O12-3	 コロナ禍における県内合同防災訓練で見えてきた課題
兵庫県立淡路医療センター　救命救急センター　小平　　博

O12-4	 広島県医療従事者災害対応研修　（Hi-LAT）の開催への取り組みについて
県立広島病院　看護部　救命救急センター　ICU　石井　　龍

O12-5	 二次医療圏を包括した医療従事者による医療従事者のための災害教育研修
堺市立総合医療センター　災害時医療管理センター / 堺市立総合医療センター　救命救急科 / 堺災害医療教育研修センター　中田　康城

O12-6	 長崎市における学会認定資格者と地域との関係構築について
長崎大学病院　災害医療支援室　山下　和範

O12-7	 コロナ禍で実施した墨田区の災害対応訓練
直和会　平成立石病院 / 墨田区医師会　災害・救急医療委員会　大桃　丈知

17:40 ～ 18:40
一般演題　口演 13	
研修・訓練・評価	3

座長　近藤　祐史（厚生労働省） 
　　　津田　雅美（兵庫県災害医療センター）

O13-1	 新型コロナウイルス感染症回復患者受入WEBセミナーにおいて基調講演を準備・実
施した経験から感染症のリスクコミュニケーションを考える

日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院　稲田　眞治

O13-2	 DMAT 研修・訓練のオンライン化・デジタル化について
国立病院機構本部 DMAT 事務局　市原　正行

O13-3	 院内の災害時情報共有システムとしての「電子カルテ災害モード」の研修と運用
青森県立中央病院　災害医療管理監　小笠原　賢

O13-4	 参加意欲を刺激するクイズ形式の動画を用いた災害研修会　-	全職員参加型の災害対
策訓練への取り組み〔第五報〕	-

地方独立行政法人　公立甲賀病院　DMAT　伝川　洋子

O13-5	 地域 JRAT における本部運営実務者研修会の実際
医療法人　社団木星会　山鹿温泉リハビリテーション病院 / 熊本県災害リハビリテーション推進協議会　佐藤　　亮
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O13-6	 令和 2年度埼玉特別機動隊 (SMART) 災害訓練
深谷赤十字病院　救急診療科　長島真理子

O13-7	 緊急人道支援の高度実践者を育成するH.E.L.P.	in	Tokyo,	2021：COVID-19 下の開催に
おける課題に対応して

日本赤十字看護大学　看護学部 / 日本赤十字国際人道研究センター　角田　敦彦
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2 日目　3月 4日（金）	
第 7会場（WEB）

9:10 ～ 10:10
一般演題　口演 14	
風水害

座長　笠岡　俊志（熊本大学病院　災害医療教育研究センター） 
　　　切田　　学（加古川中央市民病院　救急科）

O14-1	 地域災害における事前予測と地域DMAT としての活動の重要性についての考察～台風
19号における支援活動の経験と考察～

枡記念病院　災害救急医療部　石川　敏仁

O14-2	 アクションカードを使用した病院の停電被害対応の経験
埼玉医科大学国際医療センター　遠山　笑里

O14-3	 水害被災想定地域内の医療機関における水陸両用車導入のメリット
東京女子医科大学附属足立医療センター　救命救急センター　岩崎　　恵

O14-4	 令和 2年 7月豪雨災害における地域中核病院の支援活動と私たちの課題
宝塚市立病院　看護部　救急医療センター　廣瀬　裕加

O14-5	 仮設 COVID-19 専属病棟における独自の風水害対策の必要性
済生会栗橋病院　木村　祐也

O14-6	 令和 2年 7月豪雨における災害支援ナースとしての病院支援活動
社会福祉法人恩賜財団　済生会熊本病院　救命救急外来　松野ひとみ

O14-7	 民間ボランティアセンターにおける健康支援活動の報告
兵庫県立大学　大学院　減災復興政策研究科　博士前期課程　松田　朋子

10:10 ～ 11:10
一般演題　口演 15	
多機関・職種連携	1

座長　小笠原　賢（青森県立中央病院） 
　　　本田　茂人（上尾市消防本部）

O15-1	 ―DMAT 活動拠点本部と保健医療調整地方本部の一体化－
社会福祉法人　恩賜財団　済生会滋賀県病院　若原　聖徳

O15-2	 医療的災害である COVID-19 の第５波における首都東京への支援活動	～日本 ECMO	
net による地域支援～

日本 ECMOnet/ 東京都立多摩総合医療センター　濱口　　純

O15-3	 Covid19 第 4波に於ける市型保健所が県に必要とする保健医療活動支援とは　～県と
市型保健所を繋ぐロジスティクス～

兵庫県災害医療ロジスティクス作業部会新型コロナウィルス後方支援班　仁枝　　淳
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O15-4	 新型コロナウィルス感染が拡大したダイヤモンドプリンセス号における医療支援～日
赤救護班の新たな活動形態～

日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院　関塚　美穗

O15-5	 障害者入所施設クラスター初期対応における地域と協働した支援体制の構築
山梨県立中央病院　患者支援センター　佐々木由里香

O15-6	 重複要請時の対応　　ドクターヘリと消防防災ヘリでの対応事例
川崎医科大学附属病院　皿井　早苗

11:10 ～ 12:10
一般演題　口演 16	
多機関・職種連携	2

座長　加藤　　渚（東京医科歯科大学病院　救命救急センター） 
　　　林　　宗博（日本赤十字社医療センター　救命救急センター）

O16-1	 多機関連携による地域防災の歩み
大阪赤十字病院　国際医療救援部 / 日本赤十字看護大学附属災害救護研究所　国際医療救援部門　中出　雅治

O16-2	 新型コロナウイルス感染症における JMAT 福岡の宿泊療養施設への関わり
公益社団法人　福岡県医師会　横倉　義典

O16-3	 物資支援に応える神社・寺院を活用した防災への取組みについて
新潟大学大学院　医歯学総合研究科　次世代高度災害医療人プログラムアドバンスドコース　履修生　礒本ななみ

O16-4	 国際緊急援助隊救助チーム医療班での活動を国内災害対応能力の向上へ還元する
順天堂大学　医学部附属　練馬病院　高見　浩樹

O16-5	 大規模災害時を想定した地域コミュニティにおける救急救命士（民間救命士）の活用
可能性～大阪市中央区北大江地区の避難所訓練の事例より～

芦屋セントマリア病院 / 兵庫県立大学大学院　減災復興政策研究科　和田　広大

O16-6	 今ふたたび、パムこけし
公益財団法人　日本中毒情報センター　奥村　　徹

O16-7	 IoT/IoH	デバイス連動型オペレーティング SaaS と病院船のサブスクリプション事業へ
の取り組み

国立病院機構　呉医療センター・中国がんセンター　中村　浩士

14:20 ～ 15:20
一般演題　口演 17	
ロジスティクス	3

座長　大山　　太（東海大学　医学部　看護学科） 
　　　末永利一郎（綜合病院山口赤十字病院）

O17-1	 県内ロジスティックチームで活動した新型コロナクラスター対応の報告
医療法人神徳会三田尻病院　藤倉　岳司

O17-2	 災害医療ロジスティクスに基づく新型コロナウイルス感染症対応への介入効果の検証
新潟大学　医学部　災害医療教育センター　和泉　邦彦
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O17-3	 京都府新型コロナウイルス感染症入院医療コントロールセンターでの情報管理につい
て

独立行政法人国立病院機構京都医療センター　救命救急科　益満　　茜

O17-4	 本部活動におけるモバイルデータ通信回線を利用した安定したネットワーク環境の検
討

医療法人辰星会　枡記念病院　災害救急医療部　三浦　有樹

O17-5	 日本体育大学における新型コロナウイルス感染症医療支援活動
日本体育大学　保健医療学部　救急医療学科　小倉　勝弘

O17-6	 民間医療機関でのドローン導入と活用方法
伯鳳会　東京曳舟病院　磯崎　千尋

15:20 ～ 16:20
一般演題　口演 18	
ロジスティクス	4

座長　奥野　史寛（社会福祉法人恩賜財団済生会） 
　　　高橋　礼子（愛知医科大学災害医療研究センター）

O18-1	 災害対策本部の機能を企業向けクラウド型ビジネスチャットツールで代替した一応用
例

東京都保健医療公社豊島病院　野田　彰浩

O18-2	 Covid-19 第 4 波に於いて市型保健所の情報錯綜の整理に必要な支援とは～ face	to	
face の関係の重要性～

兵庫県災害医療ロジスティクス作業部会新型コロナウィルス後方支援班　仁枝　　淳

O18-3	 日体大救急医療学科学生によるコロナ禍でのロジスティクス業務に関する検討
日本体育大学　保健医療学部　救急医療学科　萩原　鈴香

O18-4	 非常用階段降下ストレッチャーの開発
関西国際大学　経営学部　田中　綾子

O18-5	 鹿児島県薬剤師会の会員薬局を対象とした災害発生時を想定した安否確認訓練の検証
鹿児島県薬剤師会　災害対策委員会　田中　孝明

O18-6	 岡山県における災害薬事コーディネーター育成の取り組み（第 2報）
岡山県薬剤師会　災害対策特別委員会　大川　恭昌

O18-7	 新型コロナウィルスに対する広島市 ( 第 3波 ) の対応について
神戸学院大学　現代社会学部　社会防災学科 / 広島市南保健センター　中田　敬司

16:30 ～ 17:30
一般演題　口演 19	
公衆衛生	1

座長　神原　咲子（高知県立大学） 
　　　山田　英子（富山大学大学院医学薬学教育部（博士課程））

O19-1	 災害時の周産期医療ニーズ予測と周産期医療提供体制について
神奈川県立保健福祉大学　ヘルスイノベーション研究科　吉田　穂波
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O19-2	 東日本大震災の被災３県での「アウトリーチ型」食と栄養改善プロジェクトの効果の
検証

帝京大学大学院　公衆衛生学研究科　崎坂香屋子

O19-3	 保護者の新型コロナウイルス感染により、その子どもが受ける影響について
国立病院機構本部厚生労働省 DMAT 事務局　千島佳也子

O19-4	 避難所における新型コロナウイルス感染症対策の課題　続報
一般財団法人　日本公衆衛生協会　健康危機管理支援部　高岡　誠子

O19-5	 避難民キャンプのデザインを応用した災害教育プログラムの開発
筑波大学　医学医療系 / 筑波大学附属病院　古河坂東地域医療教育センター / 茨城西南医療センター病院　救命救急センター　武田　多一

O19-6	 南極地域観測隊の出発前隔離期間中の食事の特徴と課題
帝京平成大学　健康メディカル学部　健康栄養学科　野口　律奈

O19-7	 災害時のアレルギー疾患患者対応の問題点とその解決　～災害医療従事者へのアン
ケート調査～

獨協医科大学　医学部　小児科学 / 厚生労働省科学研究班　宮本　　学

O19-8	 災害時のアレルギー疾患患者対応の問題点とその解決	～栄養士へのアンケート調査～
広島市立広島市民病院　小児科 / 厚生労働省科学研究班　吉川　知伸

17:40 ～ 18:40
一般演題　口演 20	
公衆衛生	2

座長　小塚　　浩（DMAT 事務局） 
　　　守川　義信（厚生労働省健康局健康課）

O20-1	 災害医療における子どもの保護の最低基準の適応
宮崎大学　医学部　看護学科　精神看護学領域　原田奈穂子

O20-2	 地域包括ケアシステムと災害医療
健生会土庫病院　中尾　　武

O20-3	 福祉避難所の運営に関する調査：行政と施設への調査から
広島大学　医系科学研究科　国際災害看護学　加古まゆみ

O20-4	 災害派遣福祉チームの支援活動および保健・医療チームとの連携の実態と課題
岩手県立大学　社会福祉学部　伊藤　隆博

O20-5	 保健所が被災地支援拠点として機能するための建築的視点
摂南大学大学院　理工学研究科　社会開発工学専攻　塩見　侑生

O20-6	 避難者を患者にしないための避難所食のあり方と提供する仕組みについて
J パックス株式会社　水谷　嘉浩

O20-7	 家庭における食料備蓄率の向上に向けて　～健康習慣と食料備蓄状況との関連～
東京家政大学　家政学部　栄養学科 / 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所　国立健康・栄養研究所　国際災害栄養研究室　原田　萌香

O20-8	 「受援の力」の必要性
公益社団法人全日本鍼灸マッサージ師会　榎本　恭子



106

2 日目　3月 4日（金）	
ポスター会場（WEB）

17:40 ～ 18:20
一般演題　ポスター 16	
災害看護	1

座長　川原千香子（愛知医科大学医学部シミュレーションセンター） 
　　　竹内　美妃（キャンナス釧路）

P16-1	 基幹災害拠点病院に勤務する看護師の災害に対する役割認識と行動の実態調査
京都第一赤十字病院　救命救急センター　浅野　泰貴

P16-2	 災害支援ナースが重要と考える活動～派遣時期での比較～
佐賀大学医学部看護学科、国際保健看護学領域 / 長崎大学病院　看護部　野中　良恵

P16-3	 減災カレンダーHDMGを用いた災害対策教育の効果
地方独立行政法人　大阪市民病院機構　大阪市立十三市民病院　安永えりか

P16-4	 COVID19 療養ホテルで ZOOMによる遠隔診療の経験から災害時の遠隔診療の未来を
創造する

東京慈恵会医科大学　救急医学講座　佐藤　浩之

P16-5	 医療的ケアを要する在宅療養児とその家族を対象とした避難所での共助を考える演劇
ワークショップ

公立大学法人　名桜大学　人間健康学部　看護学科　松下　聖子

P16-6	 有事における施設間連携のためのネットワーク構築に向けて～兵庫県看護協会北播支
部委員会の活動と今後の展望～

西脇市立西脇病院　松田　　豊

17:40 ～ 18:20
一般演題　ポスター 17	
指揮・調整・連携	2

座長　高桑　大介（一般財団法人　日本公衆衛生協会） 
　　　坂東　　淳（徳島県危機管理環境部）

P17-1	 全災害対応型緊急参集チームの創設
日本赤十字社医療センター　救急部（救命救急センター）　諸江　雄太

P17-2	 当院におけるDMAT 隊員の勤務管理
SUBARU 健康保険組合　太田記念病院　救急科　秋枝　一基

P17-3	 局地災害時の情報伝達・対応訓練を行い、見えてきた問題点
独立行政法人国立病院機構　三重中央医療センター　信岡　　祐

P17-4	 災害モードで取り組んだ新型コロナウイルス感染症対策の組織作りについて
長浜赤十字病院　感染管理室　坪井　洋子

P17-5	 A 病院における COVID-19 対策本部活動
秋田赤十字病院　看護部　今野　千春
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17:40 ～ 18:20
一般演題　ポスター 18	
熱海土砂・風水害	1　本部活動

座長　中村　通子（朝日新聞社） 
　　　柳川　洋一（順天堂大学医学部附属静岡病院）

P18-1	 熱海市伊豆山土石流災害における初動 3日間を中心としたDMAT 活動拠点本部活動報
告

伊東市民病院　薬剤室　瀬戸　弘和

P18-2	 熊本豪雨災害DMAT 活動報告～本部立ち上げ支援と地域医療施設支援～
社会医療法人　敬愛会　中頭病院　看護部　仲宗根　智

P18-3	 熱海市土石流災害におけるDMAT 活動を体験して
国立病院機構静岡医療センター　麻酔科　小澤　章子

P18-4	 熱海市土砂災害　県保健所の活動
静岡県　健康福祉部　熱海健康福祉センター（保健所）　伊藤　正仁

P18-5	 熱海伊豆山土砂災害における熱海地域保健医療福祉調整本部活動と課題
島田市立総合医療センター（旧市立島田市民病院）救急科・熱海地域保健医療福祉調整本部　松岡　良太

P18-6	 多職種連携～熱海土砂災害の事例より～
国立病院機構静岡医療センター　リハビリテーション科　浅野　直也

17:40 ～ 18:20
一般演題　ポスター 19	
新型コロナウイルス	2　各都道府県の活動

座長　川内　敦文（高知県健康政策部） 
　　　沢本　圭悟（札幌医科大学　医学部　救急医学講座）

P19-1	 沖縄県おける新型コロナウイルス感染症対応 -医療圏を超えた県全体の統合調整と病
床運用 -

沖縄県　新型コロナウイルス感染症対策本部　総括情報部　医療コーディネートチーム　出口　　宝

P19-2	 福島県における COVID-19 病院クラスター対応
福島県立医科大学　災害医療部　箱崎　貴大

P19-3	 福井県新型コロナウイルス対策　入院コーディネートセンターにおけるDMAT 活動報
告～福井県初の行政とDMAT との協働がもたらしたもの～

福井県立病院　救命救急センター　東　　裕之

P19-4	 島根県広域入院調整本部における第 3・4期 DMAT 活動報告
島根県立中央病院　医療技術局　放射線技術科　松井　　賢

P19-5	 病床利用率 90%を超えた滋賀県 COVID-19 災害コントロールセンターの取組
長浜赤十字病院　医療社会事業部　中村　誠昌

P19-6	 COVID-19 に対する愛知県精神医療センターの対応
愛知県精神医療センター　平澤　克己
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17:40 ～ 18:20
一般演題　ポスター 20	
新型コロナウイルス	3　クラスター対応

座長　岡本　貴大（神戸赤十字病院　医療社会事業部） 
　　　成松　英智（札幌医科大学　救急医学講座・高度救命救急センター）

P20-1	 当院における新型コロナウイルスクラスター発生時の対応　～ FICT( ふじのくに感染
症専門医協働チーム ) との連携にて収束に至った症例～

社会医療法人　駿甲会　コミュニティーホスピタル甲賀病院　望月　俊明

P20-2	 新型コロナウィルス感染によるクラスターが発生した医療機関への感染対策に関する
支援

独立行政法人　国立病院機構　呉医療センター・中国がんセンター　竹田明希子

P20-3	 COVID-19 クラスター発生施設支援　寄り添い型支援をめざして
徳島県立中央病院　救急科　三村　誠二

P20-4	 クラスター発生病院の支援経験　ー支援物資集積所の活用ー
金沢市立病院　森川　精二

P20-5	 災害医療ロジスティクス作業部会　新型コロナウイルス感染症対策　後方支援班第４
派対応　活動報告　～人との関わりの難しさ～

独立行政法人国立病院機構姫路医療センター　田中　　綾

P20-6	 民間医療グループの感染対策チームによる災害医療支援スキルを活かした Covid-19
院内アウトブレイクへの対応

一般社団法人徳洲会　医療安全・質管理部 /NPO 法人 TMAT　野口　幸洋

17:40 ～ 18:20
一般演題　ポスター 21	
研修・訓練・評価	4

座長　稲葉　英夫（新潟医療福祉大学救急救命学科） 
　　　落合　秀信（宮崎大学医学部救急・災害医学）

P21-1	 災害拠点病院の役割を理解してもらうための実践的院内防災訓練の試みと課題
静岡県立総合病院　堤　　一誠

P21-2	 準備から回復まで病院対応フェーズを意識した病院災害対応机上訓練
国立病院機構高崎総合医療センター　救急科 / 原町赤十字病院　救急科・医療社会事業課　町田　浩志

P21-3	 実災害経験の少ない公的病院における災害時本部立ち上げの重要性とその訓練
公立陶生病院　災害対策委員会　市原　利彦

P21-4	 災害対策マニュアルに基づく三重大学病院での大規模な院内防災訓練
三重大学医学部附属病院　災害対策推進・教育センター / 三重大学医学部附属病院　救命救急・総合集中治療センター　家城　洋平

P21-5	 当院における災害対応訓練の現状と問題点
秋田赤十字病院　藤田　康雄

P21-6	 山間部の災害拠点病院における全部署を対象とした災害初動対応訓練の効果～災害医
療・救急医療支援講座介入前後の比較～

宮崎大学　医学部　災害医療・救急医療支援講座／小林市立病院　救急科　鵜澤　　佑
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17:40 ～ 18:20
一般演題　ポスター 22	
ロジスティクス	2　データから

座長　伊藤　　靖（北海道立江差病院） 
　　　藤江　直輝（大阪府立病院機構　大阪国際がんセンター）

P22-1	 大分県ロジスティクス部会の活動と課題
国家公務員共済組合連合会　新別府病院　那須　信彦

P22-2	 テキストマイニングを用いたDMAT 調整本部のクロノロジー分析 -東日本大震災にお
ける福島県と岩手県の比較 -

福島県立医科大学　保健科学部　診療放射線科学科　田代　雅実

P22-3	 クラスター派遣者における健康管理ツールの検討
日本赤十字広島看護大学　看護学部　地域看護学領域　古賀　聖典

P22-4	 車両の水没とその対処法について
神戸学院大学　現代社会学部　社会防災学科　鷲野　佑太

P22-5	 災害対応訓練の設計評価に向けた多数傷病者受入れ計算機シミュレーション
東京大学大学院　工学系研究科　システム創成学専攻　門野　俊亮

P22-6	 県鍼灸マッサージ師会へのスポーツ・災害に関するアンケート調査からの考察
履正社医療スポーツ専門学校　古田　高征

17:40 ～ 18:20
一般演題　ポスター 23	
公衆衛生	2　口腔ケア・入浴・栄養

座長　奥村　　徹（（公財）日本中毒情報センター） 
　　　恩部　陽弥（鳥取大学医学部附属病院）

P23-1	 熊本地震のある避難所における口腔ケア頻度と影響を与える避難所環境についての検
討

熊本大学病院　災害医療教育研究センター　内藤　久貴

P23-2	 災害時の歯科の体制構築に向けて～ JDAT の設立～
東京医科歯科大学　大学院　医歯学総合研究科　救急災害医学分野 / 東京都保健医療公社　大久保病院　歯科口腔外科 / 日本災害時公衆衛生歯科研究会 

　中久木康一

P23-3	 災害発生後の入浴支援
松本看護大学 / 浜松医科大学健康社会医学講座　原岡　智子

P23-4	 ポリ袋調理（お湯ポチャレシピ、パッククッキング）の可能性
株式会社オフィス RM　今泉マユ子

P23-5	 新型コロナウイルス感染症の宿泊療養施設や自宅療養における食事の課題について
兵庫県栄養士会　濱田　真里
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17:40 ～ 18:20
一般演題　ポスター 24	
ライフライン・資源・供給体制

座長　和泉　邦彦（新潟大学医学部災害医療教育センター） 
　　　花木　芳洋（日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院）

P24-1	 水管橋崩落による和歌山市北部断水時の病院給水の問題について
和歌山労災病院　救急集中治療部　岩崎　安博

P24-2	 A 病院救急センターにおける停電時の初動対応の検証
富山市立富山市民病院救急センター　樋口　正樹

P24-3	 院内電話不通から学ぶ新たなライフライン
埼玉医科大学病院　医務部　野口　清人

P24-4	 災害時にも使用できるポータブル吸引装置の開発
宮崎大学医学部附属病院　救命救急センター d　川名　　遼

P24-5	 南海大震災に備える―高知県における矯正施設の取り組み
法務省　矯正局　中山　富雄

17:40 ～ 18:20
一般演題　ポスター 25	
ロジスティクス	3

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） 
　　　中野　　実（前橋赤十字病院）

P25-1	 災害医療ロジスティックスの現状と今後の展望
国立成育医療研究センター　災害対策部　楠　　孝司

P25-2	 地方ロジスティクス部会の必要性についてパート２～九州・沖縄ブロック災害医療ロ
ジスティックス検討委員会～

社会医療法人　陽明会　小波瀬病院　災害医療対策室 / 九州・沖縄ブロック災害医療ロジスティックス検討委員会　委員長　馬渡　博志

P25-3	 持続可能かつすべての機関で活用可能な、国際支援にもつなげられる防災拠点につい
て

医療社団法人　医凰会　医療危機管理部　秋冨　慎司

P25-4	 茨城県における EMIS 入力の現状と課題
茨城県立中央病院　青木　正志

P25-5	 災害医療におけるキャンピングカーの活用について
順天堂大学　医学部附属練馬病院　事務部　安部　　健

P25-6	 災害拠点病院の食料備蓄～職員食料の分散備蓄と備蓄内容～
日野市立病院　佐竹　　恵
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18:20 ～ 19:00
一般演題　ポスター 26	
医療搬送

座長　本村　友一（日本医科大学千葉北総病院　救命救急センター） 
　　　渡邉　栄三（東千葉メディカルセンター　救命救急センター）

P26-1	 院外避難における階段搬送の問題点と工夫
鳥取県立中央病院　災害科　岡田　　稔

P26-2	 沖縄県八重山諸島における医療搬送の現状と課題
沖縄県立八重山病院　竹島　茂人

P26-3	 航空自衛隊 C2輸送機を用いた広域医療搬送における機内活動マニュアルの検証
鳥取大学医学部附属病院　恩部　陽弥

P26-4	 航空自衛隊 C2輸送機を用いた広域医療搬送におけるDMAT 活動の課題～看護師の視
点から～

愛媛県立中央病院　武田　　徹

P26-5	 COVID-19 患者の診療における院内救急救命士の役割
埼玉医科大学病院　救急科　清水美砂子

18:20 ～ 19:00
一般演題　ポスター 27	
医療対応　メンタル・その他

座長　卯津羅雅彦（東京慈恵会医科大学附属柏病院　救命救急センター） 
　　　吉野　篤人（浜松医科大学救急災害医学講座）

P27-1	 熱海土砂災害におけるDPAT 活動
神経科浜松病院　福生　泰久

P27-2	 ボランティアベースの災害支援者に向けた組織に求められる支援者支援と女性支援者
への配慮

宮崎大学　医学部　看護学科　精神看護学領域　原田奈穂子

P27-3	 トラウマ体験後の対処方法に関するしろうと理論
岩手県立大学　社会福祉学部　瀧井　美緒

P27-4	 災害時メンタルヘルス支援における動物介在療法の適応性に関する検討
横浜創英大学　看護学部　看護学科　萩原　　樹

P27-5	 新型コロナウイルス感染症拡大時における県内の透析医療体制維持のための安心感を
共有する取り組み

青森県立中央病院　災害医療管理監　小笠原　賢

P27-6	 ドクターカー内での X線撮影に関する基礎的検討
日本医科大学付属病院　放射線技術部門　平井　国雄
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18:20 ～ 19:00
一般演題　ポスター 28	
多機関・職種連携	2

座長　武田　宗和（東京女子医科大学　救急医学） 
　　　吉原　秀明（鹿児島市立病院）

P28-1	 日本災害医学会学生部会から派遣された学生のかながわ緊急酸素投与センターにおけ
る活動に対する後方支援の成果と課題　

長崎大学　医学部　医学科　柏木　杏奈

P28-2	 2019 年台風 19 号阿武隈川水害におけるDMAT 活動～地域関連機関との情報共有～
枡記念病院　災害救急医療部　渡辺　　忍

P28-3	 当院 DMAT 派遣体制の整備について
関東労災病院　腎臓内科　矢尾　　淳

P28-4	 COVID-19 流行下における院内災害訓練の工夫
熊本赤十字病院　救急科　山岸　雅人

P28-5	 航空自衛隊輸送機と医療電子機器の電磁適合性基準
航空自衛隊航空支援集団司令部　宮脇　博基

18:20 ～ 19:00
一般演題　ポスター 29	
災害薬学	1

座長　瀬戸　弘和（伊東市民病院） 
　　　中島　成隆（スリーエルメディカル　代表）

P29-1	 日赤薬剤師会　救護班薬剤師オンライン研修の実際
武蔵野赤十字病院　薬剤部 / 日赤薬剤師会　災害救護委員会　細谷龍一郎

P29-2	 Web 会議システムを用いた薬剤師向けメディカルラリーの開催報告
NPO 法人　薬剤師緊急対応研修機構　谷口　美悠

P29-3	 薬剤部災害班の取り組み
日本医科大学付属病院　薬剤部　加藤あゆみ

P29-4	 災害における病棟薬剤師の対応と課題
広島大学病院　薬剤部　檜山　洋子

P29-5	 当院における災害発生時の赤エリアにおける薬剤の検討について
さぬき市民病院　医療技術部　薬剤科　鈴江　奈月

P29-6	 薬剤部における安否・参集確認システムの構築と院内災害訓練での活用
日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院　水谷麻希子
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18:20 ～ 19:00
一般演題　ポスター 30	
ロジスティクス	4　本部運営

座長　奥山　　学（秋田大学大学院救急集中治療医学講座） 
　　　小澤　和弘（愛知医科大学災害医療研修センター）

P30-1	 新型コロナウイルス感染症クラスター発生時における院内対策本部の構築と運営につ
いて

京都第一赤十字病院　寺澤ゆかり

P30-2	 災害拠点病院としての平時の備えについて　～院内ＤＭＡＴとしてできること～
国家公務員共済組合連合会　新別府病院　竹林麻衣子

P30-3	 Teams アプリを利用した病院災害対策本部運営について
秋田大学　医学部　附属病院　山平　大介

P30-4	 今夏の新型コロナウイルス感染症流行時の徳島県の自宅もしくは宿泊療養者の転帰に
ついて

徳島県　保健福祉部　医療政策課　清水　元気

P30-5	 災害拠点連携病院の食料・燃料確保の構築と今後の課題～共助の意識で地域と繋がる～
医療法人社団東光会　西東京中央総合病院　小島　直道

P30-6	 国際緊急援助隊医療チーム JDR 研修へのロジスティックとしての歯科医師の参加
医療法人社団ニイガタクリニック　成澤　祥子

18:20 ～ 19:00
一般演題　ポスター 31	
研修・訓練・評価	5

座長　五十嵐　豊（日本医科大学付属病院　高度救命救急センター） 
　　　石原　　哲（医療法人伯鳳会　東京曳舟病院）

P31-1	 病院で DMAT を立ち上げる（隊員希望者を見つけるためには）
帝京大学ちば総合医療センター　救急科　岡田　昌彦

P31-2	 学生消防団～地域防災の発展を考える団員活動～
帝京大学　福岡医療技術学部　西園　与之

P31-3	 COVID-19 パンデミック下における看護学実習での看護学部生の認識に関する研究
東京医療保健大学　東が丘・立川看護学部　看護学科　災害看護学コース　篠崎　杏里

P31-4	 新型コロナウイルス感染症対策支援の活動を振り返る～受援、支援体制の充実に向け
て～

枡記念病院　災害救急医療部　志賀　和美

P31-5	 甚大災害発生時の坂出市医師会と連携した病院支援体制の構築
社会医療法人財団大樹会総合病院回生病院　災害管理室 / 社会医療法人財団大樹会総合病院回生病院　救急科　関　　啓輔
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18:20 ～ 19:00
一般演題　ポスター 32	
研修・訓練・評価	6

座長　佐々木淳一（慶應義塾大学医学部救急医学） 
　　　徳野　慎一（神奈川県立保健福祉大学　ヘルスイノベーション研究科　東京大学大学院　工学系研究科）

P32-1	 オンライン訓練・勉強会は集合研修の代替になるか
松阪市民病院　医療技術部　放射線室　萬濃　拓朗

P32-2	 災害時における安全な患者搬送実施にむけたオンライン教育
高知大学　医学部　医学科　先端医療学コース　村山真理子

P32-3	 Web 会議システムと机上演習を併用したハイブリッド型 JMAT 研修
香川大学　危機管理先端教育研究センター　萩池　昌信

P32-4	 中国 DMAS の非対面状況下における学習機会の検討
日本赤十字広島看護大学　看護学部　看護学科　4 年　平賀　　響

P32-5	 インターネット動画サービスを利用した地域の災害時医療教育体制の構築
順天堂大学　医学部附属　練馬病院　高見　浩樹

P32-6	 参加型災害対応力向上研修における情報管理のコツの獲得効果の評価の試み
東京都立広尾病院　減災対策支援センター　中島　　康

18:20 ～ 19:00
一般演題　ポスター 33	
新型コロナウイルス	4　入院待機ステーション

座長　稲田　眞治（日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院） 
　　　武山　佳洋（市立函館病院　救命救急センター）

P33-1	 DMAT 事務局員が活動した入院待機施設での活動
国立病院機構本部 DMAT 事務局　増留　流輝

P33-2	 COVID-19 第 5 波における愛知県入院待機ステーション設置の課題　-看護の観点から
-

愛知医科大学病院高度救命救急センター / 愛知県新型コロナウイルス感染症調整本部医療体制緊急確保チーム　川谷　陽子

P33-3	 COVID-19 第 5 波における愛知県入院待機ステーション設置の課題　-運営にかかる
CSCA の観点から -

総合大雄会病院　柴田　隼人

P33-4	 軽症 COVID-19 患者の宿泊療養施設運営におけるDMAT の関わり～広島県宿泊療養施
設での事例～

広島大学病院　薬剤部　吉川　　博

P33-5	 三重県における Covid-19 臨時応急処置施設の運営と課題　～ロジスティックの観点
から～

松阪市民病院　医療技術部　放射線室　萬濃　拓朗

P33-6	 岩手県における Covid-19 感染症の軽症者、無症状者用宿泊療養施設における医薬品
の使用状況

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　富永　　綾
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18:20 ～ 19:00
一般演題　ポスター 34	
公衆衛生	3

座長　金澤　　豊（長浜赤十字病院　医療社会事業部社会課） 
　　　吉岡　留美（国際医療福祉大学　成田看護学部）

P34-1	 看護学生が被災地避難所で活動できる看護技術～ BLS・トリアージ・応急手当と健康
状態の把握、精神的援助（第 1報）～

高知大学　医学部　看護学科　仮谷　実紗

P34-2	 看護学生が被災地避難所で活動できる看護技術（第 2報）～避難者自身の予防行動促
進の支援に関する技術～

高知大学　医学部　看護学科　中島　寛子

P34-3	 看護学生が被災地避難所で活動できる看護技術（第 3報）　～災害時要配慮者への支
援に関する技術～

高知大学　医学部　看護学科　山岡　愛乃

P34-4	 看護学生の被災地避難所での活動に及ぼす要因（第４報）～興味のある分野より～
高知大学　医学部　看護学科　森田千亜希

P34-5	 災害時に看護学生に求められる看護技術を構成する因子の探索（第 5報）
高知大学　医学部　看護学科　垣井　真絢

18:20 ～ 19:00
一般演題　ポスター 35	
国際支援活動	2　難民支援・国際協力

座長　髙田　洋介（日本赤十字広島看護大学） 
　　　丸山　嘉一（日本赤十字社医療センター国内・国際医療救援部）

P35-1	 障害のあるシリア難民支援に関する考察
国際医療福祉大学　成田保健医療学部　作業療法学科　石井　清志

P35-2	 難民キャンプでの外傷 /MCI を指導しつつ学びませんか？～レバノン・パレスチナ難
民医療支援事業　2期目へ！～

日本赤十字社和歌山医療センター　外傷救急部 / 外科 / 国際医療救援要員　益田　　充

P35-3	 タイでの災害復興におけるソーシャルキャピタルと住民参加の相関について
Mahidol University　青野　美香

P35-4	 国際医療協力時に必要な心構えについての考察～ガンビア共和国での医療活動の経験
を踏まえて～

順天堂大学医学部附属練馬病院　救急・集中治療科　薄田　大輔

P35-5	 2019 年海外スタディツアー in　Jordan に参加して　理学療法士×国際支援
高松赤十字病院　谷本　海渡
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3 日目　3月 5日（土）	
第 1会場（広島国際会議場 B1F フェニックスホール）

8:00 ～ 9:00
専門医共通講習（医療倫理）

座長　石井　史子（NPO 救命おかやま）

CP2	 医療者の倫理とは～災害医療の視点から
社会医療法人緑泉会　米盛病院　冨岡　譲二

9:10 ～ 10:40
シンポジウム 6	
攻める　災害医療のパラダイムシフト：ICT のこれまでとこれから

座長　中山　伸一（兵庫県災害医療センター　救命救急センター） 
　　　小井土雄一（独立行政法人国立病院機構本部　DMAT 事務局）

SY6-1	 広域災害救急医療情報システム（EMIS）の歴史的変遷とあり続ける課題
兵庫県災害医療センター　中山　伸一

SY6-2	 J-SPEED のこれまでとこれから
広島大学　大学院医系科学研究科　公衆衛生学　久保　達彦

SY6-3	 D24H と航空機の活用による次世代災害時保健医療福祉体制の可能性
芝浦工業大学　システム理工学部　市川　　学

SY6-4	 ECMOnet データベース：COVID-19	Pandemic における "CRISIS" の役割
済生会宇都宮病院　栃木県救命救急センター　救急・集中治療科　小倉　崇以

SY6-5	 災害医療システムについて行政が考えること（国と県の立場から）
青森県　健康福祉部　永田　　翔

10:40 ～ 12:10
シンポジウム 7	
守る　新型コロナウィルス対応を含めた避難所の設営と運営

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） 
　　　植田　信策（石巻赤十字病院　治験・臨床研究センター）

SY7-1	 災害急性期より避難所の活動を JMAT と JRAT が協働しておこなう意義～兵庫県防災
訓練から得られた知見～

兵庫県立淡路医療センター　救命救急センター　小平　　博

SY7-2	 コロナ禍での避難所支援を考える
熊本赤十字病院　外傷外科　堀　　耕太

SY7-3	 コロナ禍にホテルを避難所として運営する際のポイント
島田市立総合医療センター（旧市立島田市民病院）　救急科　松岡　良太

SY7-4	 熊本地震を活かした新型コロナウイルス禍における避難所運営への取組
兵庫県立大学大学院減災復興政策研究科 / 前益城町危機管理監 / 芦屋市総務部コンプライアンス推進室　今石　佳太
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SY7-5	 自然災害時の避難所生活環境と多組織間連携による避難所運営プログラムに関する研
究～平成 28年熊本地震における対応を中心に～

東京都立大学大学院　都市政策科学域　　平木　　繁

13:30 ～ 15:00
シンポジウム 9	
育てる　災害救護と学術の連携

座長　富田　博樹（日本赤十字社 / 日本赤十字看護大学附属災害救護研究所） 
　　　山本　保博（東京曳舟病院　診療部）

SY9-1	 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

SY9-2	 災害に関わる組織・機関をつなぐツール開発
芝浦工業大学　システム理工学部　市川　　学

SY9-3	 災害・健康危機管理の研究手法の標準化に向けたWHOの取り組み
世界保健機関（WHO）　健康開発総合研究センター　茅野　龍馬

SY9-4	 災害救護のヘルスデータ管理と学術国際連携
広島大学　大学院医系科学研究科　公衆衛生学　久保　達彦

SY9-5	 災害救護活動実践の学術への発展
日本赤十字看護大学付属災害救護研究所　日本赤十字看護大学看護学研究科　内木　美恵

SY9-6	 災害科学研究の果実を防災に効果的に生かすための連携
名古屋大学　減災連携研究センター　西川　　智

15:10 ～ 16:40
シンポジウム 10	
攻める　災害医療のパラダイムシフト：災害医療体制を再考する（役割と法整備）

座長　小井土雄一（独立行政法人国立病院機構本部　DMAT 事務局） 
　　　阿南　英明（神奈川県庁 / 藤沢市民病院　健康医療局）

SY10-1	 NGOによる災害医療支援のパラダイムシフト
ピースウィンズ・ジャパン　稲葉　基高

SY10-2	 オールハザード・アプローチに基づく災害医療に向けて～海外の事例をふまえた考察
国立保健医療科学院　健康危機管理研究部　冨尾　　淳

SY10-3	 大規模催事の医療救護体制基準を作成し、主催者の遵守義務を明確にすべきである
東京都医師会　救急委員会　石川　秀樹

SY10-4	 DMAT から医療危機管理チームへ
福島県立医科大学附属病院　ふたば救急総合医療支援センター　災害医療部　島田　二郎
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3 日目　3月 5日（土）	
第 2会場（広島国際会議場 B2F ダリア 1）

9:10 ～ 10:10
特別講演 8	
攻める　災害医療のパラダイムシフト

座長　藤原　弘之（岩手医科大学　救急・災害・総合医学講座災害医学分野）

8-1	 災害報道に伴う取材態勢の確立について
株式会社中国放送　報道制作局　報道センターウェザーセンター　岩永　　哲

8-2	 災害報道に伴う取材態勢の確立について
株式会社中国放送　報道制作局　報道制作センター　友定　真治

10:40 ～ 11:45
シンポジウム 8	
ロジスティクスレジェンド特別セッション　災害医療とロジスティクスを振り返って

座長　中田　敬司（神戸学院大学　現代社会学部　社会防災学科） 
　　　青木　正志（茨城県立中央病院　警護局）

SY8-1	 ロジスティシャンの育て方
国立病院機構本部　DMAT 事務局　大野　龍男

SY8-2	 ロジスティックス担当の災害現場で心がけるべきこと
（公）青年海外協力協会　大友　　仁

SY8-3	 JDR のロジスティクスの発展の経緯
天草市立御所浦小学校　原田　勝成

SY8-4	 日本赤十字社とDMAT を繋ぐ立場から
一般財団法人　日本公衆衛生協会　高桑　大介

SY8-5	 DMAT 業務調整員の発足と災害医療ロジスティックス
国立研究開発法人　国立成育医療研究センター　楠　　孝司

指定討論者 　　　　　　市原　正行（独立行政法人国立病院機構本部 DMAT 事務局　災害医療課） 
　　　　　　金沢　　豊（長浜赤十字病院医療社会事業部社会課）

13:30 ～ 15:00
パネルディスカッション 20	
攻める　災害医療：災害医療ロジスティクス

座長　中田　正明（兵庫県災害医療センター / 神戸赤十字病院　放射線課） 
　　　中森　知毅（横浜労災病院救命救急センター　救急災害医療部）

PD20-1	 PDCA サイクルに基づき対応した愛知県新型コロナウィルス感染症ロジスティック活
動

愛知医科大学災害医療研究センター　小澤　和弘
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PD20-2	 災害医療ロジスティクス専門家認定制度について～現状と今後の展望、新型コロナウ
イルス感染症も踏まえて～

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

PD20-3	 熊本豪雨におけるコロナ禍での大規模転院 ( ロジスティクスの活動 ) について
国立病院機構　浜田医療センター　中野めぐみ

PD20-4	 新型コロナウイルス感染症によるクラスター対応におけるロジスティクス
独立行政法人　国立病院機構　本部　DMAT 事務局　鈴木　教久

PD20-5	 “FOG	of	COVID-19” から最適解を導くために
国立病院機構本部　DMAT 事務局　松田　宏樹

15:10 ～ 16:40
パネルディスカッション 23	
災害医療ロジスティクス：医療サプライチェーン

座長　江川　　孝（福岡大学　薬学部　臨床薬学） 
　　　渡邉　暁洋（岡山大学学術研究院医歯薬学域　災害医療マネジメント学講座）

PD23-1	 災害時の医薬品等供給体制における厚生労働省の支援等対応について
厚生労働省　医薬・生活衛生局　総務課　矢作　　啓

PD23-2	 災害時における医薬品供給の課題　西日本豪雨災害の経験より
株式会社ケイ・クリエイト　こやま薬局　金田　崇文

PD23-3	 災害時の医療機器供給体制について
岡山大学学術研究院　医歯薬学域　災害医療マネジメント学講座　平山　隆浩

PD23-4	 災害時における卸業協会の取り組みと対応
株式会社アスティス　愛媛営業部　営業推進三課 / 一般社団法人　愛媛県薬剤師会　縄田　幸裕
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3 日目　3月 5日（土）	
第 3会場（広島国際会議場 B2F ダリア 2）

9:40 ～ 10:40
特別講演 9

座長　豊田　秀二（神徳会　三田尻病院　外科）

「低体温症病院外対応の災害医療への活用」＆「御嶽山噴火災害での救助者の医療問題」
社会医療法人　孝仁会　北海道大野記念病院　循環器内科　山岳登山外来 / 札幌徳洲会病院　救急科 / 日本大学病院　循環器内科 

　大城　和恵

10:40 ～ 12:10
パネルディスカッション 18	
育てる　災害医療：火山噴火対応

座長　小井土雄一（独立行政法人国立病院機構本部　DMAT 事務局） 
　　　井上　潤一（山梨県立中央病院　高度救命救急センター）

PD18-1	 富士火山のハザードマップならびに避難計画の改定作業の現状
山梨県　富士山科学研究所　富士山火山防災研究センター　石峯　康浩

PD18-2	 山岳ガイドとの協働
川崎医科大学総合医療センター　家永慎一郎

PD18-3	 2021 富士山ハザードマップ改定～改めて医療への影響を考える～
山梨県立中央病院　高度救命救急センター　井上　潤一

PD18-4	 当院における富士山噴火避難確保計画
富士吉田市立病院　近藤　充徳

PD18-5	 桜島大規模噴火を想定した鹿児島市の避難地域における医療機関についての分析
鹿児島市立病院　救急科　吉原　秀明

13:30 ～ 15:00
パネルディスカッション 21	
守る　新型コロナウィルス対応：メンタルヘルスケア

座長　千島佳也子（国立病院機構本部　厚生労働省 DMAT 事務局） 
　　　五明佐也香（獨協医科大学埼玉医療センター　救急医療科 /DPAT 事務局）

PD21-1	 COVID-19 院内クラスター発生病院におけるメンタルヘルス	
～第１波での経験とその後～

所沢明生病院　森崎　善久

PD21-2	 「コロナは災害だ」を合言葉に！病棟スタッフの気持ちを一つにするための工夫と実
際

宝塚市立病院　救急医療センター　中田　徹朗

PD21-3	 COVID-19 院内感染による診療制限下での病院における職員の精神疲労度調査
利根中央病院　総合診療科 / 利根中央病院　救急科　鈴木　　諭
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PD21-4	 COVID-19 院内感染が発生した病院における職員へのメンタルケア
神戸赤十字病院　心療内科　村上　典子

PD21-5	 COVID-19 対応者のメンタルストレス
宮崎大学　医学部　看護学科　精神看護学領域　原田奈穂子

15:10 ～ 16:40
パネルディスカッション 24	
コロナ禍における避難所での生活不活発病予防活動

座長　大井　直往（福島県立医科大学　リハビリテーション科） 
　　　冨岡　正雄（大阪医科薬科大学医学部　総合医学講座リハビリテーション医学教室）

基調講演	 日本災害リハビリテーション支援協会の誕生経緯と概要
長崎リハビリテーション病院　栗原　正紀

PD24-1	 令和 2年熊本水害における JRAT 熊本の活動
山鹿温泉リハビリテーション病院　田代　桂一

PD24-2	 令和 3年熱海土石流災害に対する静岡 JRAT の活動
浜松医科大学　リハビリテーション科　山内　克哉

PD24-3	 長崎 JRAT による避難所体験会から見えたもの
一般社団法人是真会　長崎リハビリテーション病院　淡野　義長
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3 日目　3月 5日（土）	
第 4会場（広島国際会議場 B2F コスモス 1、2）

9:10 ～ 10:40
パネルディスカッション 17	
災害下における看護職のパラダイムシフト

座長　高村　ゆ希（東京医科歯科大学病院　周産女性診療科） 
　　　江津　　繁（国立病院機構災害医療センター　救命病棟）

PD17-1	 災害医療コーディネーターから見た看護職の役割
名古屋掖済会病院　救命救急センター　北川　喜己

PD17-2	 日本災害医学会災害医療コーディネーションサポートチームからみた看護職の役割
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	 災害時健康危機管理支援チーム（Disaster	Health	Emergency	Assistance	Team:DHEAT）
からみた看護職の役割

国立保健医療科学院　健康危機管理研究部　奥田　博子

PD17-4	 災害医療派遣チームにおける看護師の役割
災害医療センター　江津　　繁

PD17-5	 災害支援ナースとしての看護職の役割
公益社団法人日本看護協会　看護開発部　久保　祐子

10:40 ～ 12:10
パネルディスカッション 19	
攻める　災害医療：災害時における救急救命士の活動

座長　鈴木　健介（日本体育大学保健医療学研究科　救急災害医療学専攻） 
　　　加藤　　渚（東京医科歯科大学病院　救命救急センター）

特別発言	 災害時の重症者転院手段として、救急救命士による病院救急車の運用体制を確立する
葛飾区医師会　災害対策委員会 / 直和会　平成立石病院　大桃　丈知

PD19-1	 災害時における「ＤＭＡＴ救命士」の効果的な活用に関する一考察
国立病院機構本部　DMAT 事務局　小森　健史

PD19-2	 DMAT 救命士が考える、災害医療救護班が行う救急搬送の在り方について
東京医科歯科大学病院　救命救急センター　加藤　　渚

PD19-3	 災害派遣における救急救命士のメディカルコントロール（MC）の必要性
青梅市立総合病院　救急科　比嘉　武宏

PD19-4	 災害時の搬送支援における病院救急救命士の展望
医療法人伯鳳会　東京曳舟病院　救急救命士課　長橋　和希

PD19-5	 災害に備え、平時から救急救命士が積極的に病院救急車を運用すべき
直和会　平成立石病院　診療技術部　救急救命士科　家田　淳史

PD19-6	 災害時における対応計画及び他機関との連携体制について
広島市消防局　西消防署　庚午出張所　岸田　正臣
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13:30 ～ 15:00
パネルディスカッション 22	
育てる　災害医療：コロナ禍での人材の確保・育成

座長　高桑　大介（一般財団法人　日本公衆衛生協会　健康危機管理支援部） 
　　　高以良　仁（独立行政法人国立病院機構災害医療センター　診療部　救命救急科）

PD22-1	 岡山県の一時療養待機所運営の経験から見えた人材の確保・育成の課題	
～コメディカルスタッフ起用により持続可能な運営を目指す～

岡山大学学術研究院　医歯薬学域　災害医療マネジメント学講座　平山　隆浩

PD22-2	 災害医療における診療看護師 (NP) の有用性の提言	
～災害医療サージキャパシティ拡大を目指して～

国立病院機構　長崎医療センター　脳神経外科　診療看護師 (NP)　本田　和也

PD22-3	 災害拠点病院における診療看護師（NP）の有用性	
～重傷（赤）患者対応におけるキャパシティ拡大の可能性～

独立行政法人国立病院機構　災害医療センター　高以良　仁

PD22-4	 施設管理職員向け新型コロナウイルス感染症クラスター対応研修開催の経験
長崎大学病院　災害医療支援室　木谷　貴嘉

PD22-5	 IHEAT システム運用における潜在専門職の活用と支援の可能性について
日本公衆衛生協会　健康危機管理支援部　高桑　大介

15:10 ～ 16:40
パネルディスカッション 25	
育てる　災害医療：学生への災害医学教育

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） 
　　　小早川義貴（国立病院機構本部 DMAT 事務局　福島復興支援室）

PD25-1	 医学生への災害医学教育の現状と課題
熊本大学病院　災害医療教育研究センター　笠岡　俊志

PD25-2	 災害医療を担う人材育成のために～病院災害訓練への学生の自律的参加～
秋田大学大学院　救急集中治療医学講座　奥山　　学

PD25-3	 医学生に災害医療現場をイメージさせるには？　救急部臨床実習の効果について。
防衛医科大学校　防衛医学講座　辰島　大介

PD25-4	 薬学生を対象とした災害医療教育の試み
豊中市保健所　高岡　由美

PD25-5	 卒前教育で災害歯科医学を学習したことによる意識の変化	
～ 2019、2020、2021 年度広島大学研修歯科医への質問紙調査～

広島大学大学院　医系科学研究科　附属死因究明教育研究センター　岡　　広子

PD25-6	 災害医療を医療系学生の身近なものにするために～学生としての災害医療への関わり
を振り返り、今後の災害医学教育の在り方を考える～

浜松医科大学　医学部　医学科　菅井　実来
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3 日目　3月 5日（土）	
第 5会場（WEB）

9:10 ～ 10:10
一般演題　口演 21	
研修・訓練・評価	4

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） 
　　　溝端　康光（大阪市立大学大学院医学研究科　救急医学）

O21-1	 危機こそ人材育成のチャンス
福島県立医科大学附属病院　ふたば救急総合医療支援センター　災害医療部　島田　二郎

O21-2	 当院における臨床研修医に対する災害医療教育の立ち上げ
順天堂大学医学部附属練馬病院　救急・集中治療科　河合　健司

O21-3	 テキストマイニングによる本学医学部災害医学教育評価と今後の教育計画に向けた分
析

日本大学医学部　救急医学系　救急集中治療医学分野　山口　順子

O21-4	 医学部生に対する防災・減災の取り組みへの理解に向けて
高知大学　医学部　医学科　先端医療学コース　井上　　希

O21-5	 医学生に対する複合事態対処医療教育
一般社団法人　TACMEDA　照井　資規

O21-6	 看護学生の災害時対応 (CSCATTT) についての認識を探る～試験の回答から
順天堂大学医学部附属練馬病院　救急・集中治療科　野村　智久

O21-7	 療法士養成校学生を対象とした災害リハビリテーション支援のオンライン研修会の試
み

訪問看護ステーション　リハステージ / 大阪府大規模災害リハビリテーション支援研究会 / 公益社団法人　大阪府理学療法士会　松岡　雅一

10:10 ～ 11:10
一般演題　口演 22	
研修・訓練・評価	5

座長　島田　二郎（福島県立医科大学附属病院　ふたば救急総合医療支援センター） 
　　　三谷　智子（岐阜医療科学大学）

O22-1	 兵庫県の Surge	Capability	:	希少資源の配分とコロナ禍で得た教訓
兵庫県災害医療センター　川瀬　鉄典

O22-2	 NGO主催の合同災害訓練におけるDMAT ロジスティクス活動の検討
日本赤十字広島看護大学　看護学部　地域看護学領域　古賀　聖典

O22-3	 コロナ禍での多機関交流、メディカルラリー～島根web開催と広島の災害シンポジ
ウム～

県立広島病院　救急科　日下あかり

O22-4	 HUG（避難所運営ゲーム）実施後の教育効果の検討
日本体育大学　保健医療学部　救急医療学科　原田　　諭
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O22-5	 原子力災害医療派遣チームの派遣調整
弘前大学大学院医学研究科　救急・災害医学講座　伊藤　勝博

O22-6	 ZOOMを利用した原子力災害医療基礎研修の実施について
長浜赤十字病院　医療社会事業部　社会課　高山　大志

O22-7	 「死」に関わる災害対応者のための訓練モデル構築への取り組み
岩手医科大学　法科学講座　法歯学・災害口腔医学分野　熊谷　章子

11:10 ～ 12:10
一般演題　口演 23	
災害看護

座長　峯田　雅寛（山形県立中央病院） 
　　　山﨑　達枝（長岡崇徳大学）

O23-1	 災害時に「黒エリア」を担当する看護師に必要な能力に関する自由記述の分析～災害
拠点病院の看護管理者に対する調査結果より～

大分県立看護科学大学　看護学部　看護学科　石田佳代子

O23-2	 大規模災害において精神科領域の看護師に必要とされる知識に関する研究
佐賀大学　大学院　医学系研究科 / 肥前精神医療センター　看護部　金丸　昌憲

O23-3	 日本学校に在籍する外国人の防災意識に関連する要因
東京医療保健大学　東が丘・立川看護学部　看護学科　川鍋　奈月

O23-4	 災害時の医療資源の再分配の提言～多数 COVID-19 患者対応における診療看護師（NP）
の活動報告から～

国立病院機構　大阪医療センター　チーム医療推進室　総合診療科　森　　寛泰

O23-5	 近江塾（Advancement	in	Disaster	Nursing	of	Shiga)　を開催して～県内D	M	A	T 看護
師のスキルアップを目指して～

市立大津市民病院　看護局　ER　吉田　　修

O23-6	 福島第一原発災害事故後の住民の 5年間の健康状態の変化
日本赤十字看護大学　付属災害救護研究所　日本赤十字看護大学　看護学研究科　内木　美恵

O23-7	 福島第一原発災害後の要援助者への支援ネットワークの形成 -いわき市在住浪江町住
民支援

日本赤十字看護大学　付属災害救護研究所　日本赤十字看護大学　看護学研究科　守田美奈子

13:30 ～ 14:30
一般演題　口演 24	
国際支援活動

座長　髙村　ゆ希（東京医科歯科大学病院） 
　　　夏川　知輝（淀川キリスト教病院　救急センター）

O24-1	 バングラデシュ国ロヒンギャ難民キャンプ内診療所における診療状況　　ー 2020 年
1月から 2021 年 8月までの診療データベース解析からー
特定非営利活動法人ピースウィンズ・ジャパン / 広島大学大学院医系科学研究科　公衆衛生学　坂田　大三

O24-2	 IFRC	Emergency	Hospital における薬剤師の役割（2021 ハイチ地震救援）
大阪赤十字病院　国際医療救援部 / 大阪赤十字病院　薬剤部　仲里泰太郎
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O24-3	 日本赤十字社エマージェンシーホスピタル稼働に向けた薬剤師の取り組み
大阪赤十字病院　国際医療救援部 / 大阪赤十字病院　薬剤部　仲里泰太郎

O24-4	 戦傷外科特有の課題　　～過去の ICRC 戦傷外科ミッションから～
大阪赤十字病院　国際医療救援部 / 日本赤十字看護大学附属災害救護研究所　国際医療救援部門　中出　雅治

O24-5	 海外派遣要員育成のオンライン化：バーチャルフィールドホスピタルの構築
大阪赤十字病院　国際医療救援部 / 日本赤十字看護大学附属災害救護研究所　国際医療救援部門　中出　雅治

O24-6	 災害救助現場の新型コロナウイルス対策	～国際的指針と JICA 国際緊急援助隊の対策
～

日本医科大学付属病院　高度救命救急センター /JICA 国際緊急援助隊　救助チーム　医療班 / 日本医科大学大学院　救急学教室　阪本　太吾

O24-7	 国際緊急援助隊医療チームの人材育成と研修計画
順天堂大学医学部附属練馬病院　救急・集中治療科 / 日本国際緊急援助隊医療チーム　大場　次郎



127

3 日目　3月 5日（土）	
第 6会場（WEB）

9:10 ～ 10:10
一般演題　口演 25	
新型コロナウイルス	4

座長　大桃　丈知（直和会　平成立石病院） 
　　　小平　　博（兵庫県立淡路医療センター　救命救急センター）

O25-1	 災害対応の観点から考える Covid19 仮設病棟 - 神奈川県臨時医療施設での経験から
湘南鎌倉総合病院　脳神経外科　堀田　和子

O25-2	 和歌山県における新型コロナウイルス感染症対策、和歌山方式について
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

O25-3	 災害拠点病院による地域支援を考える　―新型コロナウィルス感染症第 4波における
神戸市支援をとしてー

兵庫県災害医療センター　救急部　島津　和久

O25-4	 兵庫県における宿泊療養施設が医療崩壊回避に果たした役割：特に医療強化型施設運
用に関して

兵庫県医師会　平林　弘久

O25-5	 離島でのコロナ対策~長崎県宇久島の場合~
佐世保市総合医療センター　宇久診療所　尾北　賢治

O25-6	 広島市における新型コロナウイルス感染症対策の変遷
広島市　南区　厚生部　／　南保健センター　平本　恵子

O25-7	 中核市保健所における新型コロナウイルス感染症の保健医療体制の構築
豊中市保健所　高岡　由美

10:10 ～ 11:10
一般演題　口演 26	
新型コロナウイルス	5

座長　有吉　孝一（神戸市立医療センター中央市民病院　救命救急センター） 
　　　髙寺由美子（前橋赤十字病院）

O26-1	 新型コロナウイルス感染症における院内対策本部の長期運用体制について
綜合病院山口赤十字病院　末永利一郎

O26-2	 新型コロナウイルスと対峙する病院のチームマネジメント
淀川キリスト教病院　夏川　知輝

O26-3	 当センターにおける COVID-19 重症患者受け入れに伴うゾーニングの影響
兵庫医科大学病院　救命救急センター　井上　幹也

O26-4	 福岡県初の病院クラスター発生を受け、業務停止から再開に至るまでの全過程に災害
対策支援室が介入した事例報告

新小文字病院　内科救急科　冨永　尚樹
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O26-5	 量も質も下げた経験：療養病棟における COVID-19 クラスター感染発生への対応
薬師寺慈恵病院　貝原　結香

O26-6	 新型コロナウィルス感染症病棟に異動した看護師へのブリーフィング・デブリーフィ
ング実施の効果

福井赤十字病院　井上　和子

O26-7	 COVID-19 患者マネージメントと感染拡大防止の取り組み
荒尾市民病院　救急科　松園　幸雅

11:10 ～ 12:10
一般演題　口演 27	
新型コロナウイルス	6

座長　鍜冶　有登（岸和田徳洲会病院　救命救急センター） 
　　　島津　和久（兵庫県災害医療センター）

O27-1	 福島県における COVID-19 感染拡大時の県内DMAT の対応について
福島県立医科大学会津医療センター　耳鼻咽喉科 / 福島県立医科大学災害医療部　小針　健大

O27-2	 Covid-19 感染症流行が与えた救命救急センター整形外科外傷診療への影響について
国立国際医療研究センター　救命救急センター　福島　憲治

O27-3	 演題取り下げ

O27-4	 新型コロナウイルス感染症第４波の医療ひっ迫に対する兵庫県災害医療ロジスティク
ス作業部会の後方支援活動報告

神戸赤十字病院　薬剤部　安藤和佳子

O27-5	 100 件のクラスター現場から見た、日本の医療体制の課題と民間支援組織の存在意義
特定非営利活動法人ジャパンハート　国際緊急救援事業部　高橋茉莉子

O27-6	 沖縄県での新型コロナウイルス感染症パンデミックに対する医療支援活動の経験
京都府立医科大学附属病院　看護部　鴨島　尚美

O27-7	 長崎県クルーズ船における新型コロナウイルス感染症対応報告
熊本大学病院　災害医療教育研究センター　池田　初男

13:30 ～ 14:30
一般演題　口演 28	
新型コロナウイルス	7

座長　畑　　倫明（宇治徳洲会病院救命救急センター） 
　　　山下　和範（長崎大学病院　災害医療支援室）

O28-1	 石川県 covid-19 宿泊療養本部の立ち上げ・運営報告
公立松任石川中央病院　災害医療対策センター　安間　圭一

O28-2	 滋賀県新型コロナウイルス感染症災害コントロールセンターの取り組み
滋賀県庁健康医療福祉部　松原　峰生

O28-3	 COVID-19 に対するDMAT 運用の壁：山口県より
神徳会　三田尻病院　豊田　秀二
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O28-4	 徳島県における新型コロナウイルス感染症の現状と対策に関する検討
徳島保健所　小居　理恵

O28-5	 福岡県の COVID-19 感染者に対するホテル宿泊療養アドバイザーとしての活動
久留米大学病院　高度救命救急センター　山下　典雄

O28-6	 コロナウィルス感染拡大第 4波における保健所への兵庫県災害医療ロジスティクス作
業部会支援活動について

神戸赤十字病院　検査部 / 兵庫県災害医療ロジスティクス作業部会　安部　史生

O28-7	 災害医療調整員が中核市の保健所支援でできること～兵庫県新型コロナウィルス感染
症対策後方支援班での活動を通じて学んだこと～

神戸赤十字病院 / 兵庫県災害医療ロジスティクス作業部会　宮安　孝行

14:30 ～ 15:30
一般演題　口演 29	
新型コロナウイルス	8

座長　江津　　繁（災害医療センター） 
　　　山下　公子（愛仁会千船病院　救急診療部）

O29-1	 DMAT は臨機応変に様々な形態で保健所を支援する～我々は「それはDMAT の仕事で
はない」とは言わない！～

浜松医科大学医学部附属病院　病院経営支援課　加藤　真嗣

O29-2	 DMAT による入院調整業務で医療崩壊を阻止できたのか？
山梨県立中央病院　高度救命救急センター　岩瀬　史明

O29-3	 集中治療領域の新型コロナウイルス対応でも災害医療の原則は有用である
北里大学　医学部　救命救急医学 / 北里大学病院　救命救急・災害医療センター　服部　　潤

O29-4	 厚労省地域支援班DMAT として新型コロナウイルス対応した活動を生かした地元老健
の支援経験

南和歌山医療センター　島　　幸宏

O29-5	 小児科医が COVID-19 医療調整本部にいて感じたこと
新潟県立新発田病院　小児科　長谷川　聡

O29-6	 COVID-19 事例解剖の経験から法医解剖時の感染防御について考察する
国際医療福祉大学医学部法医学 / 千葉大学大学院医学研究院法医学　本村あゆみ

O29-7	 新型コロナ感染症に対する『日本医大モデル』の挑戦
日本医科大学付属病院　高度救命救急センター / 日本医科大学　救急医学教室　平林　篤志

15:30 ～ 16:30
一般演題　口演 30	
新型コロナウイルス	9

座長　坂本　哲也（帝京大学医学部救急医学講座） 
　　　武川　礼子（埼玉医科大学総合医療センター）

O30-1	 重症 covid-19 患者を管理することに不安を持つ病棟看護師に対する集中ケア認定看護
師の介入

宝塚市立病院　看護部　滿田　幸士
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O30-2	 当院の新型コロナ重症患者病院前仮設診療所における看護師の役割
日本医科大学付属病院　看護部　山川　祐亮

O30-3	 新型コロナウィルス感染症の感染蔓延期における入院待機ステーションでＬＧＣ（液
体酸素）を用いる事の有用性を報告する

済生会宇都宮病院　独協医大病院　３DS 株式会社　NPO 栃木県防災士会　林　　洋克

O30-4	 入院待機施設において液体酸素を用いた簡易的な酸素配管を構築した事例
国立病院機構本部　DMAT 事務局　田坂　勇太

O30-5	 都内公立二次救急病院における COVID-19 パンデミック対応への災害対策室の活動に
ついて

日野市立病院　災害対策室　中村　岩男

O30-6	 COVID-19 における急性期在宅診療戦略
徳島県立中央病院　救急科　三村　誠二

O30-7	 ダイヤモンドプリンセス号外国人乗員乗客緊急避難時の現場調整
国立病院機構　本部　DMAT 事務局　大野　龍男
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3 日目　3月 5日（土）	
第 7会場（WEB）

9:10 ～ 10:10
一般演題　口演 31	
医療対応

座長　河口　　豊（滋慶医療科学大学） 
　　　村上　典子（神戸赤十字病院心療内科）

O31-1	 COVID-19 対応拠点病院における全職員を対象としたメンタルヘルス調査
兵庫県立加古川医療センター　薬剤部　大城　里紗

O31-2	 新型コロナウイルス感染症クラスター発生施設に従事する職員に必要な支援について
国立病院機構本部　DMAT 事務局　柴田　智子

O31-3	 COVID-19 への対応に関する医療従事者向けのメンタルヘルス相談窓口開設の取り組
み

一般社団法人徳洲会　医療安全・質管理部 /NPO 法人 TMAT　野口　幸洋

O31-4	 熱海土石流災害でのDMORT の活動
医療法人協和会　市立川西病院 / 日本 DMORT　吉永　和正

O31-5	 被災看護師のメンタルヘルスケアに関するシステマティックレビュー
日本赤十字広島看護大学　看護学部　看護学科　上田　実奈

O31-6	 災害支援者のメンタルヘルスに関わるソーシャルサポートについての調査
東洋大学　大学院ライフデザイン学研究科　博士後期課程　山本建太郎

O31-7	 災害医療における診療看護師（NP）のポテンシャル
宮崎大学　医学部　看護学科　精神看護学領域　原田奈穂子

10:10 ～ 11:10
一般演題　口演 32	
ICT

座長　奥村　順子（長崎大学熱帯医学研究所） 
　　　山本　啓雅（大阪市立大学大学院医学研究科救急医学）

O32-1	 QR コードを用いた簡易的トリアージ情報管理システム開発の現状と問題点　2021
みさと健和病院　内科　山田浩二郎

O32-2	 福井県ドクターヘリにおけるクラウド救急医療連携システムの活用と課題
福井大学　医学部　救急医学　笠松　眞吾

O32-3	 「簡単！安い！効果的！」Google	Spread	Sheet を活用した COVID-19 患者入院調整
社会医療法人仁愛会　浦添総合病院　救命救急センター / 沖縄県新型コロナウイルス感染症対策本部　米盛　輝武

O32-4	 新型コロナウイルス感染症対策支援チームにおけるGoogle	Workspace の利用
医療法人辰星会　枡記念病院　災害救急医療部　三浦　有樹
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O32-5	 エマージェンシーコールを活用した新型コロナウイルス感染症濃厚接触者スクリーニ
ングについて

京都第一赤十字病院　事務部　上門　　充

O32-6	 広島県における積極的疫学調査データに基づくマスク着用有無と COVID-19 感染リス
クの評価研究

広島大学　医学部　医学科　杉村　真奈

O32-7	 ケア版 JDR-SPEED 開発の取り組み
姫路大学　看護学部　看護学科　宮本　純子

11:10 ～ 12:10
一般演題　口演 33	
事例報告	1

座長　菊田　正太（兵庫県災害医療センター救急部） 
　　　小林　誠人（鳥取県立中央病院 救命救急センター・集中治療センター）

O33-1	 都心の国立大学病院における CBRNE 災害対策訓練の実践報告
東京医科歯科大学病院　医科　看護部　三澤　彩乃

O33-2	 CBRNE 災害対応初動マニュアルの作成
自治医科大学附属さいたま医療センター　救命救急センター　看護部　関根　友子

O33-3	 車内にて全身麻酔下手術ができるNBC対応救急車の開発
東京女子医科大学付属足立医療センター　救命救急センター　小川　真悠

O33-4	 化学テロに対する自動注射器の事前配備・配送数のシミュレーションモデルを用いた
最適値の検討

国立病院機構本部 DMAT 事務局　赤星　昂己

O33-5	 原子力災害時の被ばく傷病者受入訓練を実施して
長浜赤十字病院　金澤　　豊

O33-6	 COVID-19 流行下におけるマラソン救護体制構築の経験
岐阜大学医学部附属病院　高度救命救急センター　名知　　祥

O33-7	 演題取り下げ

13:30 ～ 14:30
一般演題　口演 34	
事例報告	2

座長　尾島　俊之（浜松医科大学医学部健康社会医学講座） 
　　　堀内　義仁（国際医療福祉大学熱海病院）

O34-1	 災害により露呈した母子家庭に対してDMAT と DPAT が連携した事例
藤枝市立総合病院　救急科　三木　靖雄

O34-2	 熱海土砂災害における JRAT 活動　～ロジスティクス業務の重要性～
浜松医科大学医学部附属病院　リハビリテーション部　高柳　勇太
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O34-3	 熱海市保健所内活動本部の活動成果と問題点の抽出
順天堂大学医学部附属静岡病院　大坂　裕通

O34-4	 熱海土砂災害におけるDMAT 現場指揮所での支援活動を振り返る
静岡県立総合病院　災害医療センター　長島　尚子

O34-5	 令和 3年 7月熱海市伊豆山土砂災害に関する静岡 L-DMAT の初動に関しての考察
順天堂大学　医学部　附属　静岡病院　柳川　洋一

O34-6	 熱海土石流における静岡県庁の基本方針について
静岡県　健康福祉部　奈良　雅文

O34-7	 「熱海市土砂災害」での遺族対応に当たる各関係機関との調整
公益社団法人　日本海員掖済会　名古屋掖済会病院 / 日本 DMORT　新田　　満

14:30 ～ 15:30
一般演題　口演 35	
事例報告	3

座長　関根　和弘（京都橘大学） 
　　　髙階謙一郎（京都第一赤十字病院　救命救急センター）

O35-1	 令和 2年度の石川県におけるツキノワグマによる人身被害の検討
石川県立中央病院　救急科　明星　康裕

O35-2	 災害時に必要な保健医療資源に関するマップ作製
高知大学　医学部　医学科　先端医療学コース　岡林　沙佑

O35-3	 令和元年	台風 19 号	DMAT 活動報告
いわき市医療センター　鈴木　崚介

O35-4	 COVID-19 流行下で発災した塩素ガスによる多数傷病者事案
奈良県立医科大学付属病院　高度救命救急センター　木下　有紗

O35-5	 船舶爆発事故による多数傷病者対応から得た経験と課題
国立療養所　沖縄愛楽園 /NPO 法人メッシュ・サポート　玉城佑一郎

O35-6	 医療圏で構築するMCI 体制 “Plan	Red”（中間報告）
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 / 

印旛地域救急業務メディカルコントロール協議会　局地災害対策委員会 / 日本医科大学救急医学教室 
　益子　一樹
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3 日目　3月 5日（土）	
ポスター会場（WEB）

15:10 ～ 15:50
一般演題　ポスター 36	
公衆衛生	4　新型コロナウイルス関連

座長　尾川　華子（神戸市立医療センター中央市民病院） 
　　　田口裕紀子（札幌医科大学保健医療学部看護学科）

P36-1	 避難所における公衆衛生と水際対策～抗原定性検査と意識調査～
自治医科大学　医学部　公衆衛生学教室　須釜　幸男

P36-2	 伊丹市における避難所の感染対策計画について
神戸学院大学　現代社会学部　社会防災学科　内田　　楓

P36-3	 新型コロナウイルス感染症拡大地域における手指消毒の意識と行動の関連
東京医療保健大学　立川看護学部　功刀　美柚

P36-4	 在宅領域における標準予防策の実態に関する文献検討：コロナ禍における手指衛生の
向上を目指して

佐賀大学　医学部　看護学科　北村　友美

P36-5	 豪雨災害時の避難所で看護師が行う感染症対策の文献検討
日本赤十字広島看護大学　中本　詩乃

P36-6	 新興感染症対策における保健所保健師の役割に関する文献レビュー
国立保健医療科学院　健康危機管理研究部　奥田　博子

15:10 ～ 15:50
一般演題　ポスター 37	
研修・訓練・評価	7

座長　染谷　泰子（帝京平成大学　健康メディカル学部） 
　　　横堀　將司（日本医科大学）

P37-1	 新型コロナウイルス感染症流行下で実施した日本赤十字社福島県支部災害救護訓練
日本赤十字社福島県支部　事業推進課　久保　芳宏

P37-2	 NPO 法人 TMAT による病院防災の取り組み (DoRia	program)
NPO 法人　TMAT/ 医療法人徳洲会　札幌東徳洲会病院　救急・集中治療センター /MEDGO 代表　合田　祥悟

P37-3	 NGOが組織する災害医療支援チームの編成と COVID-19 対応を含む緊急支援活動
特定非営利活動法人ジャパンハート　国際緊急救援事業部　佐々木　蓮

P37-4	 AMAT 養成訓練における感染対策
直和会　平成立石病院 / 全日本病院協会　救急・防災委員会　大桃　丈知

P37-5	 令和元年度赤十字 5ブロック実働訓練開催報告（訓練時の「みなし」を減らす）
鳥取赤十字病院　山根　晴一

P37-6	 管理栄養士教育課程における復興支援活動の新たな取り組み
札幌保健医療大学保健医療学部栄養学科 / 十文字学園女子大学国際栄養食文化健康研究所　金高　有里
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15:10 ～ 15:50
一般演題　ポスター 38	
研修・訓練・評価	8

座長　重光　　修（大分大学医学部救急医学講座） 
　　　高橋　和隆（上越地域消防事務組合上越消防署名立分遣所）

P38-1	 令和 2年度における中国DMAS の活動報告
日本赤十字広島看護大学　笠井　郁花

P38-2	 日本体育大学救急医療学科学生メディカルラリーにおける、垂直避難訓練が学生に与
えた影響

日本体育大学　保健医療学部　救急医療学科 / 日本体育大学大学院　保健医療学研究科　救急災害医療学専攻　坂田　健吾

P38-3	 日本災害医学会学生部会の夏合宿におけるマスギャザリング及び外国人対応シミュ
レーションの効果と課題

奈良県立医科大学　医学部　看護学科　尾籠　七海

P38-4	 地方都市における消防局主導の多数傷病者発生時医療活動訓練
千葉県柏市消防局　沼南消防署　伊吹　崇志

P38-5	 コロナ禍の副産物、リモート検討会は救命士の意識を変えうるか？
宮崎大学医学部　災害医療・救急医療支援講座／小林市立病院　救急科　遠藤　穣治

P38-6	 災害時と COVID-19 患者の救急搬送に備える
清水赤十字病院　村谷　　拓

15:10 ～ 15:50
一般演題　ポスター 39	
新型コロナウイルス	5　看護師支援

座長　佐々木吉子（東京医科歯科大学大学院保健衛生学研究科） 
　　　若狭　真美（京都第一赤十字病院　救命救急センター）

P39-1	 DMAT 事務局看護師による新型コロナウイルス感染症支援
国立病院機構本部厚生労働省 DMAT 事務局　渡邊　由紀

P39-2	 看護師による救命救急センターにおける COVID-19 感染対策の取り組み
春日井市民病院　救命救急センター　立澤　宏真

P39-3	 COVID-19 専門病床における看護師への支援の取り組み
鳥取大学　医学部　附属病院　露無　明美

P39-4	 新型コロナウイルス感染症派遣看護師に必要な能力 -大阪府医療逼迫に対する看護師
派遣を終えて -

福井県済生会病院　池川　博之

P39-5	 COVID-19 対応を行うことが看護師の心理に及ぼす影響
地方独立行政法人　広島市立病院機構　安佐市民病院　高橋　裕里
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15:10 ～ 15:50
一般演題　ポスター 40	
J-SPEED・新型コロナウイルス関連

座長　加地　正人（関東労災病院） 
　　　吉田　香里（鐘ヶ渕薬局）

P40-1	 J-SPEED の活用による行政保健師活動の見える化を目指した取り組み
広島大学　大学院医系科学研究科　公衆衛生学　弓屋　　結

P40-2	 J-SPEED 精神保健医療版データを用いた数理モデルによるリアルタイム診療件数予測
広島大学　医学部　医学科　吉田　教人

P40-3	 J-SPEED 一般診療版データを用いた数理モデルによるリアルタイム診療件数予測
広島大学　医学部　医学科　林　　智仁

P40-4	 実災害データに基づく　小児被災傷病者の疾病特性の分析
広島大学　医学部　医学科　池田　祥太

P40-5	 シビックテックと行政との連携におけるコミュニケーション支援
東北医科薬科大学　医学部　救急・災害医療学教室　佐藤　　大

P40-6	 COVID-19 と医療崩壊
三田市民病院　救急部門　橋本　直樹

15:10 ～ 15:50
一般演題　ポスター 41	
熱海土砂・風水害	2　現場活動

座長　田治　明宏（広島大学　大学院医系科学研究科　公衆衛生学） 
　　　張替喜世一（国士舘大学大学院救急システム研究科）

P41-1	 観光地での災害発生！ホテル避難所は感染対策上も安全か？
磐田市立総合病院　高橋美千子

P41-2	 熱海市土砂災害におけるホテル避難のメリット・デメリット
順天堂大学　医学部附属静岡病院　救命救急センター　多田　真也

P41-3	 熱海伊豆山土砂災害での消防署員に対する鍼・マッサージによる支援
公益社団法人全日本鍼灸マッサージ師会　榎本　恭子

P41-4	 熱海土石流災害を経験して～現場に最も近い小規模災害拠点病院からの報告～
国際医療福祉大学熱海病院　放射線室　秋津　賢太

P41-5	 戸田中央医科グループがおこなった社会貢献活動における被災地支援
一般社団法人 TMG 本部　横浜支部　武藤　和幸

P41-6	 令和 3年 8月豪雨における当院DMAT の対応
国立病院機構　嬉野医療センター　救急科　小野原貴之
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15:10 ～ 15:50
一般演題　ポスター 42	
新型コロナウイルス	6　ロジスティクス

座長　伊関　　憲（福島県立医科大学医附属病院高度救命救急センター） 
　　　涌嶋伴之助（鳥取大学医学部附属病院　薬剤部）

P42-1	 第 4 波における保健所への兵庫県災害医療ロジスティクス作業部会支援活動について
兵庫県災害医療ロジスティクス作業部会新型コロナウィルス後方支援班　木村　俊大

P42-2	 兵庫県災害医療における、ロジスティック構築に向けた加古川保健所での活動報告
兵庫県立加古川医療センター　大城　里紗

P42-3	 COVID-19 受診・入院依頼に対してロジスティックとして救急調整室が果たした役割
湘南鎌倉総合病院　救急総合診療科　山本　真嗣

P42-4	 新型コロナウイルス感染症第 5波における自院DMAT 隊員による院内搬送調整チーム
としての活動

関東労災病院　腎臓内科　矢尾　　淳

P42-5	 岩手県奥州保健所管内における COVID-19 災害の公衆衛生活動について～臨床現場と
公衆衛生をつないだ ZOOM会議の役割～

岩手県奥州保健所　前川　明宏

P42-6	 新型コロナウイルス感染症に対する神奈川県の搬送調整業務について
神奈川県　健康医療局　医療危機対策本部室　村田　沢人

15:10 ～ 15:50
一般演題　ポスター 43	
危機管理

座長　加納　秀記（愛知医科大学） 
　　　豊田　信之（柏市消防局）

P43-1	 基幹災害拠点病院の医療専門職が院内外の災害関連業務を行うために必要なこと
大阪急性期・総合医療センター　災害対策室　松本　昌子

P43-2	 風水災害に対する「災害対策準備室」設置の有用性
国際医療福祉大学塩谷病院　消化器外科　一瀬　雅典

P43-3	 東京医療センターにおける災害対策室設立とその成果について
国立病院機構　東京医療センター　畑山　賢輔

P43-4	 災害対策室開設後の報告
独立行政法人国立病院機構信州上田医療センター　高野　博子

P43-5	 豊能町の高齢者における災害発生に備えた意識調査
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
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15:10 ～ 15:50
一般演題　ポスター 44	
新型コロナウイルス	7　在宅医療・その他

座長　國方　美佐（香川大学医学部附属病院） 
　　　三浦　邦久（医療法人伯鳳会　東京曳舟病院　救急科）

P44-1	 コロナ禍における在宅医療・介護の実態と課題に関する文献検討
佐賀大学　医学部　看護学科　隈本　真有

P44-2	 在宅診療における遠隔動画活用の可能性～新型コロナ感染症患者への在宅診療の実践
から～

国際医療福祉大学　成田病院　救急医学 / ひなた在宅クリニック山王　遠藤　拓郎

P44-3	 都道府県ごとの新型コロナウイルス（COVID-19）感染症による心理的影響
東北大学病院　肢体不自由リハビリテーション科 / 東北大学　指定国立大　災害科学世界トップレベル研究拠点　奥山　純子

P44-4	 新型コロナウイルス感染症に対応する医療従事者への健康支援活動～コロナ禍におけ
る鍼灸マッサージ師の役割～

公益社団法人日本鍼灸師会　危機管理委員会 /DSAM 災害支援鍼灸マッサージ師合同委員会　矢津田善仁

P44-5	 福島県における COVID-19 自宅療養者対応
総合南東北病院　藁谷　　暢

P44-6	 コロナ禍での市中病院の救急外来
関西労災病院　救急部　高松　純平

15:10 ～ 15:50
一般演題　ポスター 45	
CBRNE・マスギャザリング

座長　北村　伸哉（君津中央病院救命救急センター） 
　　　中田　康城（堺市立総合医療センター）

P45-1	 原子力災害医療の知識とスキルを習得するための看護師向け教材開発の取り組み
長崎大学大学院医歯薬学総合研究科　保健学専攻　吉田　浩二

P45-2	 東京オリンピックパラリンピック直前での当院における CBRNE 災害体制の構築と検
証

東海大学　医学部　付属大磯病院　救急救命科　西山　雷祐

P45-3	 除染ローション　化学テロ災害対応の残された課題
公益財団法人　日本中毒情報センター　奥村　　徹

P45-4	 富山マラソン 2021 における救護活動について
砺波地域消防組合　砺波消防署　庄東出張所　林　　一夫

P45-5	 静岡県東部のオリンピック自転車競技は日常診療の延長線上で問題なく終了
順天堂大学　医学部　附属　静岡病院　柳川　洋一
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15:50 ～ 16:30
一般演題　ポスター 46	
原子力災害・被ばく医療

座長　佐藤めぐみ（公立大学法人　福島県立医科大学附属病院　看護部） 
　　　中村　誠昌（長浜赤十字病院　医療社会事業部）

P46-1	 緊急被ばく医療における学び方と課題
量子科学技術研究開発機構　量子生命・医学部門　放射線医学研究所　被ばく医療部　小林　右承

P46-2	 被ばく医療研修における実習内容の整理と充実にむけた取り組み
量研機構放射線医学研究所　三枝　裕美

P46-3	 原子力災害時の汚染傷病者受入れの放射線管理に関する指針の提案
福島県立医科大学　医学部　放射線災害医療学講座　長谷川有史

P46-4	 原子力災害訓練での放射線被ばく傷病者受け入れの課題～手術室受け入れから退室ま
で～

長浜赤十字病院　富岡　康弘

15:50 ～ 16:30
一般演題　ポスター 47	
国際支援活動	3　人材育成・体制構築

座長　京極多歌子（社会福祉法人恩賜財団済生会千里病院） 
　　　白子　隆志（飯田市立病院外科）

P47-1	 日本赤十字社の国際医療救援拠点病院における国際要員の人材育成制度
日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院　国際医療救援部　関塚　美穂

P47-2	 日本赤十字社における国際要員としての看護職の育成
日本赤十字九州国際看護大学　国際看護実践研究センター　伊藤　明子

P47-3	 Japan	Disaster	Relief	Medical	Team	の活動の質向上のための体制構築
順天堂大学　医療看護学部　岡本美代子

P47-4	 緊急医療チームに求められるリハビリテーション機能
香芝生喜病院　リハビリテーション室　水家健太郎

P47-5	 難民支援におけるリハビリテーションの役割　～ PREP(Physiotherapy	and	Refugees	
Education	Project) に参加して～

香芝生喜病院　リハビリテーション室　水家健太郎

P47-6	 国際緊急援助隊救助チームの訓練より抽出した今後の医療班の課題について
奈良県立医科大学附属病院　看護部　高度救命救急センター /JICA 国際緊急援助隊救助チーム医療班　南田　哲平

15:50 ～ 16:30
一般演題　ポスター 48	
研修・訓練・評価	9

座長　奥寺　　敬（富山大学先端危機管理医学講座（寄附講座）） 
　　　町田　浩志（国立病院機構高崎総合医療センター）

P48-1	 透析センターにおける災害訓練の実施報告　-初動対応の確立に向けて -
川崎市立井田病院　災害時医療等委員会　濱口大之進
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P48-2	 コロナ禍における当院 ICLS コースの対策と課題
埼玉医科大学病院　石倉　　力

P48-3	 院内ロジスティシャンの育成と能力向上に向けた取り組みについて
神戸市立医療センター中央市民病院　臨床工学技術部　杉澤　朋弥

P48-4	 パラメディカルにおける感染対策研修の検討
日本赤十字広島看護大学　看護学部　地域看護学領域　古賀　聖典

P48-5	 MCLS コース継続開催での課題
東京慈恵会医科大学附属柏病院　救命救急センター　卯津羅雅彦

P48-6	 daVinci 手術中の発災を想定した災害訓練について
大阪赤十字病院　国際救援部　光森　健二

15:50 ～ 16:30
一般演題　ポスター 49	
公衆衛生	5　その他

座長　生越　智文（鳥取大学医学部附属病院） 
　　　増田由美子（埼玉医科大学総合医療センター）

P49-1	 山梨県 A市における住民主体の発災時の初動体制の構築に向けた活動と課題
清泉女学院大学　看護学部　黒田　梨絵

P49-2	 2011 年以降の災害時に開設された福祉避難所に関する文献検討
日本赤十字看護大学付属災害救護研究所　日本赤十字看護大学　看護学研究科　内木　美恵

P49-3	 学校薬剤師と環境衛生管理	
～衛生管理手法としてのＨＡＣＣＰを考える～

一般社団法人　飯塚薬剤師会 / 帝京大学　大学院　公衆衛生学研究科　桑名　由佳

P49-4	 演題取り下げ

P49-5	 動物病院の災害対策に関する文献レビュー
千葉科学大学　動物危機管理教育センター　西村　裕子

P49-6	 スマトラ沖地震との比較から判明した東日本大震災身元確認長期追跡調査の重要性と
傾向

東北大学　歯学部　小山　樹里

15:50 ～ 16:30
一般演題　ポスター 50	
多機関・職種連携	3　教育

座長　佐藤　友子（済生会熊本病院　救急総合診療センター　救急科） 
　　　森川　直幸（鳥取県西部広域行政管理組合消防局）

P50-1	 災害医療教育プログラムの現在　～熊本大学病院災害医療教育研究センター～
熊本大学病院　災害医療教育研究センター　内藤　久貴

P50-2	 大学院における実践的な国際看護の教育方法の開発に関する研究
佐賀大学　大学院　医学系研究科 / 長崎大学原爆後障害医療研究所　松永妃都美



141

P50-3	 多職種連携を目指した佐賀大学大学院における災害医療に関する教育の紹介 :　オン
ライン教育の課題も含めて

佐賀大学　大学院　医学系研究科 / 国際緊急医療・衛生支援機構　新地　浩一

P50-4	 医療系学生の災害医療活動参加における障害と対策
東北医科薬科大学　医学部　医学科　浦尾　樹正

P50-5	 鹿児島県栄養士会災害支援チーム (JDA-DAT 鹿児島 ) と多職種による小学生を対象と
した防災教育の効果

鹿児島女子短期大学　生活科学科　食物栄養学専攻 / 鹿児島県栄養士会　改元　　香

P50-6	 メディカルラリー主催を通してみえたこと
三重大学附属病院　救命救急・総合集中治療センター　宮村　　岳

15:50 ～ 16:30
一般演題　ポスター 51	
災害看護	2

座長　青木　正志（茨城県立中央病院） 
　　　木野　毅彦（日本医科大学付属病院　外科系集中治療室）

P51-1	 ルーブリック評価表を応用した看護師災害教育の目標設定シートの作成
秋田大学医学部附属病院　藤岡奈緒美

P51-2	 看護師向け新型コロナウイルス感染症クラスター対応支援養成研修の報告
長崎大学病院　災害医療支援室　宮田　佳之

P51-3	 A 病院救急集中治療センター看護師の災害対応力向上のための取り組み 1～段階的な
学習会による知識の習得を目指して～

神戸大学医学部附属病院　物袋　哲也

P51-4	 A 病院救急集中治療センター看護師の災害対応力向上のための取り組み 2～継続的な
視聴覚教材を活用した災害学習を実施して～

神戸大学医学部付属病院　看護部　救急集中治療センター　柴田　憲一

P51-5	 トリアージ・診療エリアのレイアウトと資器材一覧の作成
筑波大学附属病院　看護部　亀本加奈子

P51-6	 「発熱トリアージ外来」運用における看護部門の役割
西脇市立西脇病院　小林　孝代

15:50 ～ 16:30
一般演題　ポスター 52	
災害薬学	2

座長　小林　映子（日本赤十字社医療センター薬剤部・国際医療救援部） 
　　　中尾　篤典（岡山大学病院高度救命救急センター）

P52-1	 大規模災害時に求められる必須医薬品の検証
岡山大学学術研究院医歯薬学域救急薬学分野　名倉　弘哲

P52-2	 災害派遣精神医療チーム（DPAT）携行医薬品管理方法についての実態調査
茨城県立こころの医療センター　薬剤科　辛島　昌秀
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P52-3	 大規模災害時における一般用医薬品の有用性の検証
岡山大学　薬学部　薬学科　西岡　里紗

P52-4	 熊本地震における高血圧関連薬剤の使用状況の検証
岡山大学　薬学部　薬学科　竹崎　彩花

P52-5	 COVID-19 流行下における災害時の薬剤師地域連携の取り組み
京都第二赤十字病院　薬剤部　中西　裕明

15:50 ～ 16:30
一般演題　ポスター 53	
新型コロナウイルス	8　その他

座長　梶山　和美（北里大学病院　看護部　災害医療対策室） 
　　　寺澤ゆかり（京都第一赤十字病院）

P53-1	 COVID-19 感染対策下のドクターヘリ現場投入事案においての課題
川崎医科大学附属病院　高度救命救急センター　吉峯　由香

P53-2	 COVID-19 対応における院内情報共有体制の構築
聖マリアンナ医科大学病院　医療安全管理室 / 聖マリアンナ医科大学　菅生キャンパス防災対策委員会　病院防災部会　石上　智嗣

P53-3	 遺体の SARS-CoV-2 ウイルス検出における SmartAmp（スマートアンプ）法の有用性
千葉大学　医学部　法医学　永澤　明佳

P53-4	 高齢者施設でクラスター発生！多様性のある職場でのわかりやすい個人防護具使用方
法の提案

磐田市立総合病院　川本　貴子

P53-5	 COVID-19 対策における人流データを活用した県民啓発について
徳島県　危機管理環境部　坂東　　淳

P53-6	 COVID 病棟でのデリバリーロボットによる働き方改革
日本医科大学千葉北総病院　救命救急科 / 日本医科大学救急医学教室　杉本　貴史

15:50 ～ 16:30
一般演題　ポスター 54	
ロジスティクス	5　連携

座長　梶野健太郎（関西医科大学救急医学講座） 
　　　久保　芳宏（日本赤十字社福島県支部）

P54-1	 ECMO管理中の病院間搬送の一例と救急救命士の役割
日本医科大学付属病院　高度救命救急センター / 日本体育大学大学院　保健医療学研究科　須賀涼太郎

P54-2	 covid-19 患者搬送における福祉輸送の効果
社会医療法人陽明会小波瀬病院　馬渡　博志

P54-3	 日本赤十字社 Emergency	Hospital 構築にかかるロジスティクスについて
大阪赤十字病院　国際医療救援部　河合　謙佑

P54-4	 災害時の燃料電池車から医療機器への電源供給に関する研究
熊本赤十字病院　国際医療救援部　曽篠　恭裕
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P54-5	 DMAT 資機材をいかに購入するか？
川崎医科大学　救急医学　高橋　治郎

P54-6	 想定外の連携を想像する
医療法人徳洲会　岸和田徳洲会病院　資材・施設係　西本　幸司

15:50 ～ 16:30
一般演題　ポスター 55	
マニュアル・BCP

座長　小倉　憲一（富山県厚生部） 
　　　中島　　康（東京都立広尾病院　減災対策支援センター）

P55-1	 災害 BCP を応用した新型コロナウイルス BCP の開発
八戸市立市民病院　新型コロナウイルス対策本部　奥沢　悦子

P55-2	 どうして当院の BCP はパンデミックに対応できなかったのか？
京都中部総合医療センター　診療部　計良　夏哉

P55-3	 演題取り下げ

P55-4	 医療機関における大規模災害時の統一的なタイムライン（行動計画）の策定
徳島大学　環境防災研究センター　廣瀬　幸佑

P55-5	 BCP 改訂してみた！～小規模病院で上手く運用するために～
医療法人治久会　もみのき病院　放射線技術科　水口紀代美

P55-6	 「事業継続計画 (BCP)」に基づいた新型コロナウイルス感染症発生時におけるマニュア
ル・アクションカードの作成について

長浜赤十字病院　感染管理室　加納　　優


