（１日目）
メインテーマ

９：３０～１０：１０

第２６回全国救急隊員シンポジウム開催プログラム
「救命のレガシーを次世代に！」～ 「海辺のまち千葉」から発展へと導く ～
平成２９年１１月２１日（火）・２２日（水） 幕張メッセ 国際会議場・国際展示場（展示ホール８）
コンベンションホールＡ・Ｂ 第１・第２会場：席数１,５２２席
【開場・受付】８：３０～
【開会式】 挨拶 千葉市長・一般財団法人救急振興財団会長
紹介 消防庁長官・厚生労働省医政局長・千葉県知事・千葉市議会議長・公益社団法人日本医師会会長・一般社団法人日本救急医学会代表理事・一般社団法人日本
臨床救急医学会代表理事・全国消防長会会長・一般財団法人全国市町村振興協会理事長・公益社団法人千葉県医師会会長・一般社団法人千葉市医師会会長・
一般社団法人千葉県民間病院協会理事長
報告 全国救急隊員シンポジウム運営委員長

【開催会場：幕張メッセ】

※レガシー＝受け継いだもの・遺産
近年、救急出動件数は全国的に増加の一途をたどる中、超高齢社会を迎え、救急需要の益々の増大が懸念される一方、救急業務も急速に高度化が進み、救急需要対策の検討に加え、大規模災害への対応、救急業務に携
わる職員の教育体制等、様々な課題について議論が展開されています。
そのような状況下で、過去の「全国救急隊員シンポジウム」においても、毎回様々なテーマが掲げられ、救急業務のあり方や救急隊員の将来像など、活発なディスカッションや研究発表などが展開され、早いもので四半世紀が
経過しました。
平成７年度に千葉市で開催した第４回大会のメインテーマでは「愛ある救急」を提唱し、千葉市の救急隊員服のエンブレムにも「愛ある救急」の文字が刻印され、先人の残した「レガシー」として、現在に受け継がれています。
四半世紀が経過し、今回で２６回目を迎える「全国救急隊員シンポジウム」ですが、先人が築いてきた「レガシー」を次世代に引き継ぐ新たな節目と言えます。
このように、世代が移り変わっていく中で、過去のシンポジウムで、先人が救命の熱き想いを「メインテーマ」として築いてきた「救命のレガシー」を「次世代の若い救急隊員が受け継ぎ、更にまた次の世代が受け継いでいく」、こ
のようなコンセプトから、「救命のレガシーを次世代に！」を第２６回大会のメインテーマに加えました。
２０２０年開催の「東京オリンピック・パラリンピック」に先立ち、救急業務に携わる関係各位がより一層団結し、全国各地から千葉に集結した「救命の同志」が結束を固め、救命に関するあらゆる知識、技術、熱き想い【救命のレ
ガシー】を、先人から次世代に受け継ぎ、「海辺のまち千葉」から救急業務の発展に導きます。

国際会議場
コンベンションホールＡ・Ｂ

国際会議室

第１・第２会場：席数１,５２２席
10:20

２０１会議室

第３会場：席数５７６席

１０：２０～１１：５０

＜90分＞ １０：２０～１１：５０

第４会場:席数３００席
＜90分＞ １０：２０～１１：５０
【パネルディスカッション１】

【特別講演】

【シンポジウム１】

「ショックにおける最新のトピックス」
～ショック傷病者の適切な対応能力を高める～

「救急需要対策における諸課題Ⅰ」
～救急需要側への対策と展望を考える～

講師： 平澤 博之（千葉大学）

座長： 永野 義武（東京消防庁）

司会： 深井 幸徳（千葉市消防局）

３０1会議室
第５会場：席数２８８席
＜90分＞ １０：２０～１２：００

「マスギャザリングイベントにおける救急対応」
～2020年 東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸに向けて～
座長： 和田 誠名（横浜市消防局）

ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ： 大嶋 文彦（消防庁）

ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ： 山口 芳裕（杏林大学）

ｼﾝﾎﾟｼﾞｽﾄ： 田中 義高（田辺市消防本部）

ﾊﾟﾈﾘｽﾄ： 北村 伸哉（君津中央病院）

３０３会議室

第６会場：席数１９２席

＜100分＞ １０：２０～１２：００

第７会場：席数１９２席

＜100分＞ １０：２０～１２：００

【一般発表４】

関係機関との連携１（福祉施設・民間等）

調査・研究１

ドクターカー・ドクターヘリ

関係機関との連携２（行政機関）

座長： 齋藤 雅史（船橋市消防局）

助言者： 中西 加寿也（成田赤十字病院）
川野 通孝（栄町消防本部）

座長： 中澤 一人（印西地区消防組合）

助言者： 池田 勝紀（船橋市立医療センター）
髙瀬 寛（鎌ヶ谷市消防本部）

発表者： 山口 龍郎（入間東部地区消防組合)

岡田 孝史（富里市消防本部）

発表者： 山口 崇朝（館林地区消防組合)

木村 紘子（下関市消防局)

石井 光輝（松戸市消防局)

松田 隆宏（藤沢市消防局)

浅野 美穂子（柏市保健福祉部）

永田 高志（九州大学大学院医学研究院）

吉井 友和（出雲市消防本部)

堀脇 渉（久留米広域消防本部)

山田 光隆（埼玉県央広域消防本部)

戸井田 涼（秋田市消防本部)

梅澤 哲雄（千葉市消防局）

久保田 勝明（消防庁消防研究センター）

原 正利（横浜市消防局)

森田 貴久（愛川町消防本部)

吉井 克昌（奈良県広域消防組合

福田 貴之（堺市消防局)

樋本 克徳（堺市消防局)

迫 辰也（大阪市消防局)

篠田 智哉（夷隅郡市広域市町村圏

松永 智之（丹羽広域事務組合消防本部)

古田 雄一（可茂消防事務組合消防本部）

池内 勝彦（伊予消防等事務組合消防本部)

柗本 勉（栄町消防本部)

三栖 文彦（田辺市消防本部)

大谷 博宣（貝塚市消防本部)

熊崎 宏康（下呂市消防本部)

池田 真人（多野藤岡広域消防本部)

１２：１０～１３：５０

＜100分＞ １２：１０～１３：５０

金子 清志（つくば市消防本部）

＜90分＞ １２：４０～１４：１０
＜90分＞ １２：４０～１４：１０
＜90分＞
＜90分＞ １２：４０～１４：１０
【教育講演１】
【シンポジウム２】
【シンポジウム３】
【パネルディスカッション２】
座長： 小野田 守一朗（四街道市消防本部）
「消防庁における救急活動プロトコルの解説」
助言者： 中田 泰彦（みつわ台総合病院）
「多種多様な場面における多職種連携Ⅰ」
「救急需要対策における諸課題Ⅱ」
「女性救急隊員のあり方を考える」
～大規模災害における連携対応を考察する～
～転院搬送ガイドラインの現況と展望を考える～
～女性の生涯活躍社会を考察する～
大岩 進（千葉市消防局）
座長： 溝田 優子（相模原市消防局）
講師： 坂本 哲也（帝京大学医学部）
座長： 城月 徹（神戸市消防局）
座長： 関澤 忠（さいたま市消防局）
発表者： 高野 克伸（山形市消防本部)

１２：４０～１４：１０

応急手当普及資格取得学校教諭
千葉市消防局

11:30

瀬沼 耕一（埼玉西部消防局)

会場設営【４０分】
（入場不可）
12:00

ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ： 武石 恵美子（法政大学）

杉本 健太（奈良県広域消防組合

ﾊﾟﾈﾘｽﾄ： 白勢 有香（新発田地域広域

ｼﾝﾎﾟｼﾞｽﾄ： 勝俣 志郎（横浜市消防局）

事務組合消防本部）

＜100分＞ １２：１０～１３：５０

消防本部)

＜100分＞ １２：１０～１３：５０
【一般発表７】

＜100分＞ １２：１０～１３：４０
【一般発表８】

【スキルトレーニング１】

「集団災害・多数傷病者対応」
～災害時の初期対応要領を学ぶ～
座長： 今関 太（山武郡市広域行政組合消防本部）
座長： 軍司 剛志（水戸市消防本部）
座長： 三橋 祐介（千葉市消防局）
講師： 益子 一樹（日本医科大学
（司会）
助言者： 安田 貢（水戸医療センター）
助言者： 安部 隆三（千葉大学大学院医学研究院）
助言者： 渡邉 栄三（東千葉メディカルセンター）
千葉北総病院）
伊里 光成（ひたちなか・東海広域
稲葉 昌紀（筑西広域市町村圏
秋葉 和彦（長生郡市広域市町村圏
指導者： 毛利 洋平（市原市消防局）
事務組合消防本部）
事務組合消防本部）
組合消防本部）
丸 敏明（佐倉市八街市酒々井町
安全管理・労務管理

ＩＣＴ・資器材

発表者： 安江 佑樹（尾三消防本部)

調査・研究３

発表者： 四宮 隆裕（八代広域行政事務組合

今溝 貴仁（人吉下球磨消防組合

土江 浩徳（岡山市消防局)

消防本部)

消防本部)

発表者： 満沢 慶洋（東京消防庁)

消防組合消防本部）

内田 博子（八代広域行政事務組合消防本部)

宮﨑 喜久（旭市消防本部）

小堀 みなみ（笠間市消防本部)

塚本 弘貴（尾道市消防局)

永嶋 弘明（成田市消防本部）
木村 和弘（山武郡市広域

森 俊三（仙台市消防局）

伊藤 真吏佳（高崎市等広域消防局）

野尻 晃生（福井市消防局)

三木 大輔（大阪市消防局)

大桃 秀彰（大和市消防本部)

坂本 剛（千葉市消防局)

深見 悟郎（千葉県精神科

永野 伸治（福岡市消防局）

太田 夏子（柏市消防局）

秋山 強自（千葉市消防局)

高橋 剛（北上地区消防組合消防本部)

鈴木 雄一（豊橋市消防本部)

江川 健太（倉敷市消防局)

平石 明彦（神戸市消防局）

下川 渚（乙訓消防組合消防本部）

渡辺 優太（西はりま消防組合)

岸野 克也（神戸市消防局)

金村 紘伸（飯塚地区消防本部)

鈴木 誠一（印西地区消防組合消防本部)

西野 信一（松戸市消防局）

吉田 由美（千葉市消防局）

山田 佳嗣（瀬戸市消防本部)

三和 由郷（札幌市消防局)

山本 貴也（千歳市消防本部)

佐山 真也（大津市消防局)

大園 雄一（市原市消防局）

坂原 真由香（神戸市消防局)

小野木 堂人（大阪市消防局)

増田 克樹（海上保安庁）
武政 輝希（千葉県救急医療センター）

行政組合消防本部）

鴇田 正博（佐倉市八街市酒々井町
消防組合消防本部）
栗埼 貴彦（我孫子市消防本部）
國井 恵祐（船橋市消防局）
市原 優 （千葉市消防局）

14:10
14:20

休憩（１０分）

＜100分＞ １４：００～１５：４０

＜100分＞ １４：００～１５：４０

＜100分＞ １４：００～１５：４０

＜100分＞

【一般発表９】

【一般発表１０】

【一般発表１１】

【一般発表１２】

救急活動１（特異症例）

救急需要対策

大規模災害・多数傷病者事故

救急活動２（外因性）

１４：２０～１５：５０
＜90分＞ １４：２０～１５：５０
＜90分＞ １４：２０～１５：５０
＜90分＞ １４：２０～１５：５０
＜90分＞
【パネルディスカッション３】
【シンポジウム４】
【シンポジウム５】
【シンポジウム６】
座長： 奥羽場 美幸（江津邑智消防組合
座長： 宗像 磯 （千葉市消防局）
座長： 佐久間 吉宏（安房郡市広域市町村圏
座長： 日比野 守（浦安市消防本部）
事務組合） 助言者： 岡本 健（順天堂大学医学部附属浦安病院）
消防本部） 助言者： 景山 雄介（千葉メディカルセンター）
「各地域における救急業務等に関する諸課題Ⅰ」
「多種多様な場面における多職種連携Ⅱ」
「救急需要対策における諸課題Ⅲ」
「各地域における応急手当の現状と課題」
～全国民への公平なサービスを目指して～
～集団災害の連携対応を考察する～
～救急応需側の対策と展望を考える～
～より多くのバイスタンダー育成を目指して～
助言者： 竹中 ゆかり（救急救命九州研修所）
小牧 真一（鹿島地方事務組合消防本部） 助言者： 不動寺 純明（亀田総合病院）
諸星 守弘（市川市消防局）
座長： 大田 貴広（相模原市消防局）
座長： 柴田 圭一（さいたま市消防局）
座長： 西川 浩二（横浜市消防局）
座長： 林 圭一（京都市消防局）
長田 久夫（千葉大学医学部附属病院）
発表者： 麻生 将史（筑紫野太宰府消防組合
麻生 敏和（夷隅郡市広域市町村圏
発表者： 藤原 佑也（南但消防本部)
ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ： 小林 繁樹（千葉県救急医療センター）
パネリスト： 畠山 重勝（千葉県消防学校）

藤井 真一（広島市消防局）

ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ： 小井土 雄一（国立病院機構

ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ： 飯塚 悠祐（厚生労働省）

災害医療センター） ｼﾝﾎﾟｼﾞｽﾄ： 宇佐美 正子（秋田県健康福祉部）
ｼﾝﾎﾟｼﾞｽﾄ： 松本 敏弘（那須地区消防組合）

ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ： 石見 拓（京都大学）

石川 久志（黒川地域行政事務組合

ｼﾝﾎﾟｼﾞｽﾄ： 藤田 豊（横浜市消防局）

西田 隆徳（東京消防庁）

中村 眞人（千葉市医師会）

消防本部）
発表者： 野津 大介（安来市消防本部)

消防本部)
井ノ口 真悟（京都市消防局)

事務組合消防本部）
発表者： 山口 将弘（熊本市消防局)

今土 宏輔（下関市消防局)

古閑 健晃（阿蘇広域行政事務組合

小川 巧（大牟田市消防本部)

岡崎 秀光（救急救命東京研修所）

春井 秀一（松戸市消防局)

小島 成樹（救急救命東京研修所）

荒金 香織（水戸市消防本部)

阿部 直之（救急救命東京研修所）

髙野 雄規（埼玉県保健医療部）

田中 秀治（国士舘大学院）

尾崎 一雄（川崎市消防局)

藤本 賢司（横浜市消防局)

宮本 和臣（熊本市消防局）

北川 昌洋（市立福知山市民病院）

服部 良一（堺市消防局）

渡辺 裕二（新潟市消防局）

高橋 憲一（川崎市消防局)

角谷 祐輔（岡山市消防局)

増田 崇（館林地区消防組合)

矢野 恒次郎（堺市消防局)

今村 正彦（救急救命東京研修所）

富永 隆子（放射線医学総合研究所）

益子 邦洋（南多摩病院）

岸平 直子（千葉市立新宿小学校）

成田 光隆（尾三消防本部)

北裏 英夫（豊中市消防局)

古賀 政宏（福岡市消防局)

中上 亮（東京消防庁)

深瀬 孝太（救急救命東京研修所）

石原 幹也（奈良県広域消防組合

佐藤 慎一（横浜市消防局)

山本 瑞貴（草加八潮消防局)

白井 忠（救急救命東京研修所）

北 慎太郎（川崎市消防局)

吉田 好之（救急救命東京研修所）

山崎 佑治（枚方寝屋川消防組合)

清水 英太（救急救命東京研修所）

松澤 隼人（峡南広域行政組合消防本部)
柳田 恵里（堺市消防局)

前川 修平（救急救命東京研修所）
中園 さをり（救急救命東京研修所）

休憩（１０分）

15:50
１５：５０～１７：３０

休憩（１０分）

＜100分＞ １５：５０～１７：３０
【一般発表１３】

【一般発表１４】

＜90分＞ １６：００～１７：３０
＜90分＞ １６：００～１７：３０
＜90分＞
１６：００～１７：３０
＜90分＞ １６：００～１７：３０
救急隊員教育１
【パネルディスカッション４】
【シンポジウム７】
【教育講演２】
【パネルディスカッション５】
座長： 丸島 和崇（千葉市消防局）
「救急現場におけるDNARを考える」
「多種多様な場面における多職種連携Ⅲ」
「救急隊員のメンタルヘルス」
「バイスタンダーのサポートに関する現状と諸課題 」
～救急現場での生命倫理と医療倫理を考える～
～教育・訓練での連携強化を考察する～
～救急業務等で発生するストレス対策を考える～
～安心して応急手当に着手できる社会を目指す～
助言者： 稲葉 晋（千葉県救急医療センター）
座長： 鮫島 秀司（千葉市消防局）
小池 弘貢（銚子市消防本部）
座長： 田邉 晴山（救急救命東京研修所）
座長： 矢島 茂樹 （佐倉市八街市酒々井町
講師： 吉村 健佑（国立保健医療科学院）

座長： 橋本 昭与（君津市消防本部）
助言者： 北村 伸哉（君津中央病院）
添田 卓（木更津市消防本部）

ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ： 森川 博司（消防庁）

発表者： 田中 秀和（鳥取県東部広域行政

飯塚 悠祐（厚生労働省）
パネリスト： 箕岡 真子（箕岡医院）

前田 達也（大阪市消防局）

消防組合消防本部）
ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ： 益子 一樹 （日本医科大学

千葉北総病院）
ｼﾝﾎﾟｼﾞｽﾄ： 赤石 江太郎（千葉市医師会）

司会： 上條 美昭（浜松市消防局）

ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ： 境田 康二（船橋市立医療センター）
ﾊﾟﾈﾘｽﾄ： 白石 能章（岡山市消防局）

発表者： 三股 映澄（福岡市消防局)
高橋 寛行（花巻市消防本部)

司会： 小林 修（船橋市消防局）

＜100分＞ １５：５０～１７：３０

関係機関との連携３（多機関）

管理組合消防局)

＜100分＞ １５：５０～１７：３０
【一般発表１５】

＜100分＞
【一般発表１６】

救急隊員教育２

通信指令

座長： 椎名 猛美（稲敷広域消防本部）
座長： 勝部 英樹（旭市消防本部）
助言者： 柳田 国夫（東京医科大学
助言者： 髙橋 功（国保旭中央病院）
茨城医療センター）
橋本 秀正（香取広域市町村圏
平山 正樹（土浦市消防本部）

休憩（１０分）
１６：００～１７：３０
＜90分＞
【スキルトレーニング３】
「静脈路確保成功のキーポイント」
～静脈路確保の成功率向上に向けて～
講師： 八木橋 厳（救急救命東京研修所）

発表者： 石野 洋平（石川県消防学校)

発表者： 三原 崇裕（大津市消防局)

木下 智文（救急救命東京研修所）

栗原 成光（東京消防庁)

大草 瑛亮（浜松市消防局)

飯塚 隆（水戸市消防本部)

風間 幸道（藤沢市消防局)

小島 成樹（救急救命東京研修所）

山田 陽一（相模原市消防局）

山崎 智志（豊岡市消防本部)

森 一郎（大島地区消防組合消防本部)

萩原 裕基（西はりま消防組合)

竹内 秀和（習志野市消防本部)

阿部 直之（救急救命東京研修所）

久保 富嗣（広島市消防局）

間 浩高（松山市消防局）

牧野 かほる（千葉県健康福祉部）

今 正実（北見地区消防組合消防本部)

鈴木 久仁彦（浜松市消防局)

大石 奨（豊田市消防本部)

堺 大輔（西宮市消防局)

今村 正彦（救急救命東京研修所）

伊藤 重彦（北九州市立八幡病院）

富永 隆子（放射線医学総合研究所）

名知

岸 弘幸（渋川広域消防本部）

山口 貴司（草加八潮消防局)

浜田 拓也（有明広域行政事務組合

山内 文裕（京都市消防局)

深瀬 孝太（救急救命東京研修所）

照内 修佑（南那須地区広域行政

長岡 敏信（下関市消防局)

高木 崇（奈良県広域消防組合消防本部)

太田 道泰（救急救命東京研修所）

大塚 善徳（熊本市消防局)

吉田 好之（救急救命東京研修所）

根本 雅則（川崎市消防局）
山崎 朋子（千葉市立青葉病院）

事務組合消防本部)

消防本部)
荒木 龍起（熊本市消防局)
西田 康弘（東京消防庁）

13:50
14:00

終
日
展
示

14:20

15:40
15:50
16:00

事務組合消防本部） 指導者： 白井 忠（救急救命東京研修所）

小泉 明（東京消防庁）

祥（岐阜大学医学部附属病院）

13:40

指導者： 太田 道泰（救急救命東京研修所）

野村 広樹（相模原市消防局）

消防本部)

16:00

１４：２０～１５：５０
＜90分＞
【スキルトレーニング２】
「気道確保施行時のキーポイント」
～迅速・的確な気道確保施行に向けて～
講師： 横山 徹（救急救命東京研修所）

黒田 好康（さいたま市消防局）

村上 典子（神戸赤十字病院）

消防本部)

今井 和規（美方広域消防本部)

会場設営【４０分】
（入場不可）

一
般
発
表
ポ
ス
タ

ー

休憩（１０分）
１４：００～１５：４０

12:10

＜90分＞

杉内 晴貴（長崎市消防局）
医療センター）

10:20

発表者： 山本 巧（田川地区消防本部)

消防本部）

【一般発表６】

調査・研究２

飯塚 悠祐（厚生労働省）

【市民公開講座】
「いのちを守る教育」
～千葉市を日本のシアトルに！～
講師： 川﨑 眞弓（ＮＰＯ法人命のバトン）

休憩（１０分）
【一般発表５】

ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ： 野本 祐二（消防庁）

<１０５分>

司会： 新井 映美（千葉市消防局）

皆川 泰人（さいたま市消防局）

コンベンションホールＢ
第２会場：席数７２０席

ｼﾝﾎﾟｼﾞｽﾄ： 中山 伸一（兵庫県災害医療センター）

事務組合消防本部）
助言者： 河野 元嗣（筑波メディカルセンター病院）

発表者： 中川 裕平（高槻市消防本部)

9:45

応急手当インストラクター

伊東 弘貴（札幌市消防局）

休憩（５０分）

森川 博司（消防庁）

座長： 石山 敏樹（常総地方広域市町村圏

助言者： 安松 比呂志（日本医科大学千葉北総病院）

北
側

指導者： 応急手当ジュニアインストラクター

友野 一辰（東京消防庁）

会場レイアウト転換【５０分】（入場不可）

ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ： 大友 康裕（東京医科歯科大学）

＜100分＞

【一般発表３】

高岡 武志（神戸市消防局)

司会： 牟禮 里義（松山市消防局）

＜100分＞ １０：２０～１２：００

【一般発表２】

座長： 湯浅 秀樹（成田市消防本部）

９：４５～１１：３０

第８会場：席数１６５席

【一般発表１】

事務組合消防本部)

コンベンションホールＡ
第１会場：席数７２０席

１０３会議室

小柳 宏子（横浜市消防局）

11:50

12:40

３０２会議室

国際展示場(展示ホール８)
南側
第９会場：席数５２８席

清水 英太（救急救命東京研修所）
前川 修平（救急救命東京研修所）
中園 さをり（救急救命東京研修所）

17:30

司会： 猿田 力也（市川市消防局）

17:30

