
　

講師： 中川　貴仁 座長： 前﨑　貴正 座長： 楢﨑　博 座長： 佐伯　晋祐 講師： 貞森　拓磨 座長： 白鳥　高浩 座長： 藤田　弘孝
助言者： 吉田　研一 助言者： 吉川　孝次 助言者： 世良　俊樹 ADV: 岡澤　尚美 助言者： 太田　浩平

中田　啓之 村本　満昭 安西　一正 司会： 岸田　正臣 土屋　翼 富久　智徳

司会： 竹田　豊 発表者： 江川　健太 発表者： 小林　祥太朗 発表者： 北山　啓輔 指導者： 小林　有希 ＳＹＭ： 藤原　照洋 発表者： 加賀美　賢

吉元　弘 木梨　浩一 今井　諭 前田　達也 大江　達也
吉田　大成 清水　忠 三木　大輔 塩谷　壮史 折戸　直樹
日根野谷　有宇己 中村　匠吾 植田　正範 楠　真二 堀井　香奈
青木　透 柴田　広文 高田　康平 堀　英治 嶋﨑　舜悟
一ノ瀬　佳彦 田近　美穂 椎名　猛美 佐々木　夏恵
相原　浩太 村瀬　政幸 澤野　博一 窪川　剛広

　

座長： 有賀　徹 座長： 川野　智彦 座長： 川原　智宏 座長： 岡本　浩司 講師： 橋本　聡 座長： 四島　弘 座長： 山陸　孝之
助言者： 廣橋　伸之 助言者： 坂東　敬介 助言者： 柏　健一郎 ADV: 加藤　正哉 助言者： 桜井　由佳

ADV: 志馬　伸朗 村上　丈寛 原　友和 入野谷　崇 司会： 上長　禎 城月　徹 髙瀨　忠

東　　 昇生 発表者： 上谷　知史 発表者： 河合　紀明 発表者： 伊藤　博道 ＤＩＳ： 村上　典章 発表者： 山本　寛明

ＳＹＭ： 三島　智隆 市川　実里 中村　陽一 梶原　凜太 甲斐　靖章 中島　薫

福井　元 二宮　誠一郎 粂田　有和 三浦　直也 古宮　常雄 鈴木　嵩
上總　麻里子 邊見　常之 山田　直樹 栗原　誉典 菊地　正和
太田　祥一 藤井　崇弘 清水　雄太 野町　優 清水　満博 山川　能典
田中　秀治 関根　尚 文屋　克洋 左近上　卓 瀬沼　耕一

坂本　政法 山鹿　英之 佐藤　亮太 小川　巧

盛田　智紀

　

　

　

　 　 　

　 　 　

　

　

　 　
　

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

≪第２日目≫　令和５年１月２７日（金）　広島市文化交流会館：開場・受付　８：００～ 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】

９：１０～１０：４０ ＜90分＞

 
 

救
急
資
器
材
展
示

【教育講演４】 【一般発表１３】 【一般発表１４】 【一般発表１５】 【スキルセミナー１】 【シンポジウム５】 【一般発表１６】

９：００～１０：３０ ＜90分＞ ９：１０～１０：４０ ＜90分＞ ９：１０～１０：４０ ＜90分＞９：００～１０：３０ ＜90分＞ ９：００～１０：３０ ＜90分＞ ９：００～１０：３０ ＜90分＞

(北広島町消防本部) (府中町消防本部) (福山地区消防局) (広島市消防局) (静岡市消防局) (今治市消防本部)

「救急教育」

～たすきをつなぐ、先達からの
メッセージ～

～聴診による観察能力の向上～
～新型コロナウイルス感染症対応

から得られた知見をつなぐ～

　「次世代へＬｉｎｋ」 「調査・研究」 「応急手当普及啓発１」 「多職種連携１
・通信指令」

「聴診トライアル」 「新型コロナウイルス感染症対応」

(富士五湖消防本部)

(広島大学大学院)

(京都市消防局) (備北地区消防本部) (高松市消防局) (広島市消防局) (厚生労働省) (福岡市消防局)

(日本救急救命学会) (広島総合病院) (広島国際大学) (広島大学大学院) (総務省消防庁)

(出雲市消防本部) (京田辺市消防本部) (豊中市消防局) (前橋市消防局) (大阪市消防局)

(倉敷市消防局) (倉敷市消防局) (神戸市消防局) (広島市消防局) (東京消防庁)

(堺市消防局) (下関市消防局) (君津市消防本部) (県立広島病院) (湖南広域消防局)

(救急救命東京研修所)

(羽咋郡市消防本部) (行田市消防本部) (大阪市消防局) (神戸市消防局) (三田市消防本部)

(岸和田市消防本部) (大曲仙北消防本部) (稲敷広域消防本部) (呉市消防局)

(江津邑智消防本部) (奈良県広域消防本部) (白山野々市消防本部) (堺市消防局) (広島市消防局)

(広島市消防局)

休憩（１５分） 休憩（１０分）

１０：４５～１２：１５ ＜90分＞ １０：４５～１２：１５ ＜90分＞ １０：４５～１２：１５

　 (秋田市消防本部) (愛西市消防本部) (堺市消防局)

＜90分＞ １０：５０～１２：２０ ＜90分＞

【総合討論】 【一般発表１７】 【一般発表１８】 【一般発表１９】 【スキルセミナー２】 【パネルディスカッション５】 【一般発表２０】

＜90分＞ １０：４５～１２：１５ ＜90分＞ １０：５０～１２：２０ ＜90分＞ １０：５０～１２：２０

～精神疾患傷病者への対応～ ～救急活動のＰＤＣＡ～

(労働者

　健康安全機構)

(江田島市消防本部) (神戸市消防局) (大竹市消防本部) (熊本医療センター) (福岡市消防局) (松江市消防本部)

(広島大学 原医研) (市立札幌病院) (広島市民病院) (和歌山県立医科大学) (呉医療センター)

「救急活動（周産期・循環器
疾患）」

「Ｌｉｎｋ　救命への思いをつなぐ」 「ドクターカー・ドクターヘリ」 「応急手当普及啓発２
・口頭指導」

「多職種連携２」 「ミニＰＥＥＣ」 「事後検証」

～平和を願う街ヒロシマから～

(北九州市消防局)

(名古屋市消防局) (奈良県広域消防本部) (豊田市消防本部) (諏訪広域消防本部) (高槻市消防本部) (福岡市消防局)

(広島大学大学院) (宇部・山陽小野田消防局) (出雲市消防本部) (岡山市消防局) (熊本市消防局) (神戸市消防局)

(西宮市消防局)

(東京消防庁) (伊予消防本部) (佐倉市八街市

酒々井町消防本部)

(備北地区消防本部) (郡山地方消防本部) (高崎市等消防局)

(近森病院) (小美玉市消防本部)

(広島市消防局) (津山圏域消防本部) (白山野々市消防本部) (西はりま消防組合) (熊本市消防局)

(函館市消防本部) (田辺市消防本部) (栃木市消防本部)

(恵泉クリニック) (広島市消防局) (岡山市消防局) (幡多中央消防本部) (湖北地域消防本部)

(大牟田市消防本部)

(鳥取県西部消防局)

(池田市消防本部)

(国士舘大学大学院) (埼玉県央消防本部) (仙台市消防局) (彦根市消防本部) (埼玉西部消防局)

　

(兵庫県消防航空隊) (池田市消防本部) (千葉市消防局)

閉会式準備（１５分） 　 　
　

１２：３０～１３：００ 閉会式
＜30分＞ 　

　

　　全国メディカル

　　　　　コントロール協議会

　　　連絡会（第２回）

　～ 消防庁・厚生労働省 ～

　


