
　

講師： 海堀　正博 座長： 髙原　昌哉 座長： 木本　仁 座長： 兒玉　誠一 座長： 塩野目　淑 座長： 森　　 俊三 講師： 小林　靖孟
助言者： 田原　直樹 助言者： 松本　泰幸 助言者： 岡野　博史 ADV: 横田　裕行 ADV: 森村　尚登 司会 茶園　恵太

津田　幸紀 松下　雄一 橋本　光司 田邉　晴山 岩田　真奈 指導者： 柳　　 毅志
司会： 中山　義隆 発表者： 中野　邦宏 発表者： 井川　純 発表者： 阿部　嘉人 ＤＩＳ： 冨吉　正憲 ＳＹＭ： 山﨑　哲也 髙野　裕一

上甲　誠 都甲　卓樹 伊藤　恵介 長岡　敏信 岩﨑　成彦 片山　誠
安齋　秀律 江面　清吾 立石　寿浩 宮林　真沙代 篠山　和憲 阿川　洋章
南　民衛 髙山　健一郎 川田　宙大 荘司　輝昭 根尾　惣磨 岡田　章宏
岩村　智裕 山名　伸吾 鈴木　健志 長島　卓也 遠山　郁也 松谷　大介
鳴島　吉和 中島　史博 田居　俊亮 須﨑　康平
佐枝　康彦 榎　健斗 飛田　謙治 　 笹島　憲人

【スキルトレーニング２】

P.99
　

講師： 小林　靖孟
司会 茶園　恵太

講師： 田久　浩志 座長： 松本　浩樹 座長： 久保　公彦 座長： 山川　慎吾 座長： 甘田　明広 座長： 熊谷　智子 指導者： 白土　耕司
助言者： 柏谷　信博 助言者： 宮阪　英 助言者： 黒田　宏昭 ADV: 内藤　博司 ADV: 村上　元 中村　隆司

戸田　太 山賀　謙一 杉原　教鐘 土屋　翼 間　 　浩高 土肥　浩司
司会： 仲畑　武 発表者： 谷村　仁志 発表者： 大井　健太 発表者： 大西　誠司 ＳＹＭ： 荒木　康之 ＤＩＳ： 伊藤　真吏佳 吉川　洋

大村　昇 橋本　泰行 柳川　真弓 野中　侑里 松井　伸人
平川　高輝 石井　正太 堂浦　泰樹 大谷　直嗣 竹内　遥 大丸　泰尚
松川　智博 山下　良太 勝俣　大介 浅野　美穂子 諏訪　真那美 神原　良文
脇谷　賢 野村　一樹 遠藤　孝洋 山崎　憲和 門倉　正道 青山　孝行
小田巻　隆士 清水　晃 小倉　英嗣
森　博 山口　卓也 土井　康政

草彅　聡
　

【スキルトレーニング３】

　

講師： 田邉　晴山
司会 藤本　行和
指導者： 矢吹　剛志

講師： 佐々木　淳 座長： 井上　亮 座長： 矢野　正明 座長： 森　寛之 座長： 坂口　昌彦 座長： 青井　純子 池田　恵理子
助言者： 岡　和幸 助言者： 中尾　篤典 助言者： 瀬浪　正樹 ADV: 畑中　哲生 ADV: 伊藤　重彦 髙橋　洋介

田中　宏憲 安達　啓史 藤巻　勇 太田　道泰 安田　康晴 満沢　慶洋
司会： 木﨑　慶輔 発表者： 松田　幸一郎 発表者： 西岡　知哉 発表者： 吉永　雄栄 ＳＹＭ： 石川　雅巳 ＤＩＳ： 谷川　昌弘 小塚　隆司

岡﨑　大地 齋藤　伸一 平山　悦治 菅野　剛 真山　友則
坂本　大阿 石野　晴美 井出　優 上原　大 佐藤　沙夜
小林　大輔 河野　多加志 中井　絢美 尾村　保憲 丸川　康博
松谷　大介 砂原　淳弘 柴山　允瑠 横田　純 白石　章将
熊野　寿 稲富　崇司 大田　貴広

森田　大地 長田　将弘 荒井　瑛葉
　

　

講師： 八坂　剛一 座長： 和木　良卓 座長： 柚木　歩 座長： 森本　完 座長： 片岡　竜彦 座長： 鈴木　崇博 講師： 大矢　浩史
助言者： 田口　志麻 助言者： 河野　匡彦 助言者： 楠　真二 ADV: 横田　順一朗 ADV: 中田　孝明 入江　悠平

田頭　正知 木村　登 藤田　哲 鍋田　雅和 庄司　隆広 司会 山中　亮人
司会： 醍醐　雅祥 発表者： 河中　拓郎 発表者： 武田　景太 発表者： 松葉　亮 澁谷　吉克 ＤＩＳ： 堤　　 裕之 指導者： 梅田　智之

杉江　春日 下城　託男 髙橋　祐一 ＳＹＭ： 中村　征 永嶋　弘明 田村　誠治

渡辺　圭一 春名　晶之 森　奈菜 田原　啓 玉井　伸吾 千阪　健悟
伊豫田　悠 今井　徳彦 清水　光治 三嶋　賢一郎 濱野　貴博 田渕　隆憲
市村　友章 石井　洋輔 岩﨑　匡浩 地引　悟 田中　純希 本田　恵美
秀島　良典 藤森　括朝 黒沢　裕之 西尾　雅樹 大城　健一郎

山下　慶子 小西　克宣 青野　健太 池松　慎吾

　 大庭　祐輔
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≪第１日目≫　令和５年１月２６日（木）　広島市文化交流会館：開場・受付　８：３０～ JMSアステールプラザ：開場　９：００～
【注】　所属名の表記は一部省略しています。

【ADV：アドバイザー　　ＳＹＭ：シンポジスト　　ＤＩＳ：ディスカッサント】

広島市文化交流会館 JMSアステールプラザ

第１会場 (大ホール) 第２会場 （ルミエール） 第３会場（銀河‐A） 第４会場（銀河‐B） 第５会場 (大ホール) 第６会場 (中ホール) 第７会場（多目的スタジオ） 市民ギャラリー
９：３０～１０：１０ 開会式 ＜40分＞

移動・準備（１５分） 移動・準備（１５分）

１０：２５～１１：５５ ＜90分＞ １０：２５～１１：５５ ＜90分＞ １０：２５～１１：５５ ＜90分＞

「シミュレーション訓練で実践したくなる
ファシリテーションスキル１」

～土砂災害の経験を振り返り
未来への教訓を～

１０：２５～１１：５５ ＜90分＞

【特別講演】 【一般発表１】 【一般発表２】 【一般発表３】 【パネルディスカッション１】 【シンポジウム１】 【スキルトレーニング１】

１０：２５～１１：５５ ＜90分＞ １０：２５～１１：５５ ＜90分＞ １０：２５～１１：５５ ＜90分＞

(広島市消防局)

(広島大学防災・減災研究センター) (北部医療センター) (関門医療センター) (広島赤十字・原爆病院) (日本体育大学大学院) (帝京大学) (広島市消防局)

～傷病者の最後の思いをつなぐ～ ～住民に安心・安全をつなぐ取組み～
～ＫＫＫ（経験・勘・権威）から

ＴＴＴ（ツール・調整・中立）へ～

(尾道市消防局) (倉敷市消防局) (岩国地区消防本部) (東京消防庁) (仙台市消防局)

「未来へLink」 「PDCAサイクルへの取組」 「CPRの質の向上」 「新型コロナ」 「心肺蘇生を望まない傷病者への対応」

(倉敷市消防局) (富岡甘楽消防本部) (仙台市消防局) (大阪市消防局) (札幌市消防局) (広島市消防局)

(廿日市市消防本部) (下関市消防局) (熊本市消防局) (救急救命東京研修所) (総務省消防庁) (広島市消防局)

(広島市消防局)

(石巻地区消防本部) (東京消防庁) (泉州南消防本部) (成田記念病院) (山口県消防保安課) (広島市消防局)

(広島市危機管理室) (堺市消防局) (豊後高田市消防本部) (さいたま市消防局) (下関市消防局) (横浜市消防局)

(印西地区消防本部) (札幌市消防局) (京都市消防局) (長岡市消防本部) (広島市健康福祉局) (尾道市消防局)

(河内長野市消防本部) (久留米消防本部) (高幡消防本部) (立川ケアクリニック) (岐阜市消防本部) (福山地区消防局)

(埼玉西部消防局) (伊勢原市消防本部) (大阪市消防局) (名古屋市消防局)

　 (津山圏域消防本部) (熊本市消防局) (座間市消防本部)

１２：４０～１４：１０ ＜90分＞

(名古屋市消防局)

休憩（４５分） 休憩（４５分）
休憩（１５分）

１２：１０～１３：４０ ＜90分＞

～ＫＫＫ（経験・勘・権威）から
ＴＴＴ（ツール・調整・中立）へ～「足跡とＬｉｎｋ」 「特異症例」 「特定行為」 「IⅭＴ」 「多職種連携」 「女性・再任用救急隊員のさらなる

活躍推進」

「シミュレーション訓練で実践したくなる
ファシリテーションスキル２」【教育講演１】 【一般発表４】 【一般発表５】 【一般発表６】 【シンポジウム２】 【パネルディスカッション２】

１２：４０～１４：１０ ＜90分＞ １２：４０～１４：１０ ＜90分＞ １２：４０～１４：１０ ＜90分＞１２：４０～１４：１０ ＜90分＞ １２：４０～１４：１０ ＜90分＞

(広島市消防局)

(広島市消防局)

(廿日市市消防本部) (呉市消防局) (東広島市消防局) (高崎市等消防局) (川崎市消防局) (広島市消防局)

～救急統計～
～傷病者のため消防と地域

をつなぐ～
～ワークライフバランスの取り組み

とその課題～

(広島市消防局)

(神戸市消防局) (倉敷市消防局) (福山地区消防局) (厚生労働省) (松山市消防局) (広島市消防局)

(国士館大学大学院) (福山市民病院) (藤井病院) (北九州総合病院) (広島市民病院) (総務省消防庁)

(京都市消防局) (東京消防庁) (姫路市消防局) (看護ステーションさつき) (中濃消防本部) (呉市消防局)

(湖北地域消防本部) (佐倉市八街市

酒々井町消防本部)

(奥能登消防本部) (広島パークヒル病院) (高崎市等消防局) (広島市消防局)

(名古屋市消防局)

(東広島市消防局)

(千葉市消防局) (白山野々市消防本部) (駿東伊豆消防本部) (柏市保健所) (越谷市消防局) (名古屋市消防局)

(川越地区消防局) (東京消防庁) (橋本市消防本部) (コールメディカル広島) (二宮町消防本部)

(川口市消防局) (新潟市消防局) (浜松市消防局)

(横須賀市消防局) (奈良県広域消防本部) (浜松市消防局)

(今治市消防本部) (高山市消防本部) (広島市消防局) (長岡市消防本部) (相模原市消防局)

＜90分＞

１４：２５～１５：５５ ＜90分＞ １４：２５～１５：５５ ＜90分＞ １４：２５～１５：５５ ＜90分＞

(大曲仙北消防本部) 休憩（３０分）
　

１４：２５～１５：５５ ＜90分＞ １４：２５～１５：５５ ＜90分＞ １４：２５～１５：５５ ＜90分＞
休憩（１５分） 休憩（１５分） １４：１０～１５：４０

「ＢＶＭ換気をマスターしよう!」

「地域とＬｉｎｋ」 「救急活動（ 外因性１）」 「救急需要対策・労務管理・
外国人対応」

「救急資器材等の検証・
開発」

「Ｇ２０２０を踏まえた取組み」 「口頭指導」 ～訓練と現場をLink～

～多職種連携～

【教育講演２】 【一般発表７】 【一般発表８】 【一般発表９】 【シンポジウム３】 【パネルディスカッション３】

(東京消防庁消防学校)

(医療法人社団　悠翔会) (島根大学病院) (岡山大学病院) (尾道総合病院) (救急救命九州研修所) (八幡病院) (東京消防庁消防学校)

～救命率の向上に向けて～
～市民から救急隊へ、命のたすき

をつなぐために～

(東京消防庁消防学校)

(東京消防庁消防学校)

(東京消防庁消防学校)

(備北地区消防本部) (岡山市消防局) (鳥取県東部消防局) (北九州市消防局) (岡山市消防局)

(沖縄県東部消防本部) (福岡市消防局) (指宿南九州消防本部) (呉共済病院) (能美市消防本部) (東京消防庁消防学校)

(鳥取県西部消防局) (松山市消防局) (高崎市等消防局) (岡山市消防局) (広島国際大学) (東京消防庁消防学校)

(太田市消防本部) (加古川市消防本部) (富岡甘楽消防本部) (津市消防本部) (北九州市消防局)

(名古屋市消防局) (日高広域消防本部) (東京消防庁) (春日井市消防本部) (さいたま市消防局) (横浜市消防局)

(尾道市消防局) (福山地区消防局) (大分市消防局) (堺市消防局) (西条市消防本部)

(富岡甘楽消防本部) (神戸市消防局) (金沢市消防局) (広島市消防局) (西置賜消防本部)

　
休憩（３０分）休憩（１５分） 休憩（１５分）

(尾道市消防局) (岡山市消防局) (相模原市消防局)

(土浦市消防本部) (相模原市消防局) (横浜市消防局)

１６：１０～１７：４０ ＜90分＞

【教育講演３】 【一般発表10】 【一般発表11】 【一般発表12】 【シンポジウム４】 【パネルディスカッション４】 【スキルトレーニング４】

１６：１０～１７：４０ ＜90分＞ １６：１０～１７：４０ ＜90分＞ １６：１０～１７：４０ ＜90分＞１６：１０～１７：４０ ＜90分＞ １６：１０～１７：４０ ＜90分＞ １６：１０～１７：４０ ＜90分＞

(三原市消防本部) (安芸高田市消防本部) (大田市消防本部) (堺市消防局) (浜松市消防局) (救急救命九州研修所)

「感染防止トレーニング」

～救急隊への教育技法～
～救急救命士の生涯教育の充実

に向けて～
～救急活動とＩＣＴとＤＸ～ ～PPEはどのようにあなたを守るか～

「知識・学びをＬｉｎｋ」 「救急活動 （外因性２）」 「超高齢社会・DNAR」 「救急活動時間短縮」 「指導救命士の現在と未来をつなぐ」 「新たな技術で未来へつなぐ」

(救急救命九州研修所)

(救急救命九州研修所)

(尾道市消防局) (呉市消防局) (東広島市消防局) (救急救命九州研修所) (札幌市消防局) (救急救命九州研修所)

(さいたま赤十字病院) (シムラ病院) (マツダ病院) (県立広島病院) (堺市立病院機構) (千葉大学大学院)

(さいたま市消防局) (京田辺市消防本部) (埼玉県南西部消防局) (佐久広域消防本部) (春日井市消防本部) (成田市消防本部)

(加賀市消防本部) (高崎市等消防局) (岐阜市消防本部) (新潟市消防局) (大分市消防局)

(土浦市消防本部) (大津市消防局) (白山野々市消防本部) (山口市消防本部) (福山地区消防局) (救急救命九州研修所)

(救急救命九州研修所)

(日光市消防本部) (岡山市消防局) (水戸市消防局) (福岡市消防局) (千葉市消防局) (救急救命九州研修所)

(救急救命九州研修所)

(高崎市等消防局) (諏訪広域消防本部) (富岡甘楽消防本部) (志摩市消防本部) (救急救命九州研修所)

(稲敷広域消防本部) (神戸市消防局) (江津邑智消防本部) (千葉市消防局) (広島市消防局) (救急救命九州研修所)

「救急安心センター事業（♯７１１９）」

(松江市消防本部) (千葉市消防局) (千葉市消防局) (救急救命九州研修所)

　


