
別紙（２）

　 リロの会議室　田町会場
東京都港区芝5-26-24　田町スクエア

第1日　平成29年11月15日（水）

　10：00～10：20 受付（20分）

　10：20～10：30 開会挨拶及び事務説明（10分）
　

　10：30～12：10 講義（100分） 救急医療の法的問題

　12：10～12：20 休憩（10分）

　12：20～13：10 ワークショップ（50分）
救急医療の法的問題

　13：10～14：10 昼食（60分）

　14：10～16：10 ワークショップ（120分）
救急部門の管理運営に関すること

　16：10～16：20 休憩（10分）

　16：20～17：50 ワークショップ（90分）
救急部門の管理運営に関すること

平成29年度　医師救急医療業務実地修練プログラム（案）
　



第2日　平成29年11月16日（木）

 　9：00～10：30 講義（90分） 救急医療における病院前医療体制

　10：30～10：40 休憩（10分）

　10：40～12：10 講義（90分） 小児患者の標準治療と最新治療

　12：10～13：10 昼食（60分）

　13：10～15：10 ワークショップ（120分）
災害・テロ対策に関すること

　15：10～15：20 休憩（10分）

　15：20～17：20 ワークショップ（120分）
災害・テロ対策に関すること

第3日　平成29年11月17日（金）

 　9：00～13：00 ワークショップ（240分）
地域において救急医療施設が果たすべき役割
（ＭＣ含む）に関すること

　13：00～14：00 昼食（60分）

　14：00～15：30 講義（90分） 救急医療と感染症情報



別紙（２）

独立行政法人国立病院機構研修センター
東京都目黒区東が丘２－５－２８

第1日　平成30年1月15日（月）

　 8：45～ 9：00 受付（15分）

　 9：00～ 9：10 開催挨拶及び事務説明（10分）

　 9：10～12：10 講義・ワークショップ（180分）
救急救命士制度の将来像

　12：10～13：10 昼食（60分）

　13：10～16：40 講義・ワークショップ（210分）
心肺停止前の特定行為について

第2日　平成30年1月16日（火）

　 9：00～12：00 講義・ワークショップ（180分）
症状・徴候　観察のコツ

　12：00～13：00 昼食（60分）

　13：00～16：00 講義・ワークショップ（180分）
緊急度判定の理論と実践

　16：00～16：10 休憩（10分）

　16：10～17：40 講義・ワークショップ(90分)

平成29年度　救急救命士業務実地修練プログラム（案）
　

精神科的問題を持つ傷病者へのアプ



第3日　平成30年1月17日（水） 　

［現場活動のシミュレーションと教育技法の取得］

　 9：00～10：00 講義（60分） ①呼吸不全、重症喘息

　10：00～10：05 休憩（5分）

　10：05～11：05 講義（60分） ②循環不全、急性冠症候群

　11：05～11：10 休憩（5分）

　11：10～12：10 講義（60分） ③小児救急疾患

　12：10～13：10 昼食（60分）

　13：10～14：10 講義（60分） ④外傷、熱傷・電撃傷

　14：10～14：15 休憩（5分）

　14：15～15：15 講義（60分） ⑤急性中毒、溺水、熱中症、低体温

　15：15～15：25 休憩（10分）

　15：25～16：25 講義（60分） ⑥周産期・母子救急疾患

　16：25～16：30 休憩（5分）

　16：30～17：30 講義（60分） ⑦意識障害、脳卒中



第4日　平成30年1月18日（木） 【医師と合同】

　 9：00～9：45 講義（45分） 局地災害における消防活動

　 9：45～10：00 休憩（15分）

　10：00～12：30 ワークショップ（150分）
局地災害時のＭＣに関する問題の理解

　12：30～13：30 昼食（60分）

　13：30～14：00 講義（30分） 通信指令業務について

　14：00～14：15 休憩（15分）

　14：15～17：15 ワークショップ（180分）
通信指令業務の事後検証について

第5日　平成30年1月19日（金） 　

　 9：00～12：00 ワークショップ（180分）
ＭＣにかかる諸業務の管理・運営

　12：00～13：00 昼食（60分）

　13：00～15：30 ワークショップ（150分）

安全な救急業務管理（危機管理）

　15：30～16：00 総括・クロージング（30分）



別紙（２）

　 イオンコンパス大阪駅前会議室
大阪府大阪市北区梅田1-2-2

第1日　平成29年10月30日（月）

　 9：00～ 9：20 受付（20分）

　 9：20～ 9：30 開催挨拶及び事務説明（10分）

　 9：30～10：10 講義（40分） はじめに：心肺停止事象が公衆衛生に及ぼす影響

　10：10～10：20 休憩（10分）

　10：20～11：00 講義（40分） 新しい蘇生ガイドライン2015と「救命の連鎖」

　11：00～11：10 休憩（10分）

　11：10～12：00 実習（50分） 乳児に対する心肺蘇生法指導ツールと実習

　12：00～13：00 昼食（60分）

　13：00～13：45 講義（45分） 学校保健と救急蘇生法指導

　13：45～14：30 講義(45分) 事故予防

　14：30～14：45 休憩（15分）

　14：45～16：15 ワークショップ（90分）
母子保健と救急蘇生法指導

（心停止予防・事故予防含む）

　16：15～16：30 まとめ（15分） おわりに

平成29年度　保健師等救急蘇生法指導者講習会プログラム
　



第2日　平成29年10月31日（火）

　 8：50～ 9：40 講義（50分） 地域包括ケアシステムと救急医療

 　9：40～9：50 休憩（10分）

　9：50～11：50 ワークショップ（120分）
在宅医療、介護サービスを受けている市民
や施設入所者の急性疾患や急変に対する保
健師等の役割

　 　
　11：50～12：50 昼食（60分）

　12：50～13：40 講義（50分）
災害医療における保健所等の役割

　13：40～13：50 休憩（10分）

　13：50～15：50 ワークショップ（120分）
災害医療コーディネーターとの連携における
保健師等の役割

　15：50～16：00 休憩（10分）

　16：00～16：30 まとめ（30分） ２日間のまとめ



別紙（２）

　 独立行政法人国立病院機構研修センター
東京都目黒区東が丘2-5-28

第1日　平成29年12月21日（木）

　 9：00～ 9：20 受付（20分）

　 9：20～ 9：30 開催挨拶及び事務説明（10分）

　 9：30～10：10 講義（40分） はじめに：心肺停止事象が公衆衛生に及ぼす影響

　10：10～10：20 休憩（10分）

　10：20～11：00 講義（40分） 新しい蘇生ガイドライン2015と「救命の連鎖」

　11：00～11：10 休憩（10分）

　11：10～12：00 実習（50分） 乳児に対する心肺蘇生法指導ツールと実習

　12：00～13：00 昼食（60分）

　13：00～13：45 講義（45分） 学校保健と救急蘇生法指導

　13：45～14：30 講義(45分) 事故予防

　14：30～14：45 休憩（15分）

　14：45～16：15 ワークショップ（90分）
母子保健と救急蘇生法指導

（心停止予防・事故予防含む）

　16：15～16：30 まとめ（15分） おわりに

平成29年度　保健師等救急蘇生法指導者講習会プログラム（案）
　



第2日　平成29年12月22日（金）

　 8：50～ 9：40 講義（50分） 地域包括ケアシステムと救急医療

 　9：40～9：50 休憩（10分）

　9：50～11：50 ワークショップ（120分）
在宅医療、介護サービスを受けている市民
や施設入所者の急性疾患や急変に対する保
健師等の役割

　11：50～12：50 昼食（60分）

　12：50～13：40 講義（50分）
災害医療における保健所等の役割

　13：40～13：50 休憩（10分）

　13：50～15：50 ワークショップ（120分）
災害医療コーディネーターとの連携における
保健師等の役割

　15：50～16：00 休憩（10分）

　16：00～16：30 まとめ（30分） ２日間のまとめ



別紙（２）

南近代ビル
　 福岡県福岡市博多区博多駅南４－２－１０

　

第1日　平成29年10月5日（木）

 9：00～ 9：20 受付（20分）

 9：20～ 9：30 開会挨拶及び事務説明（10分）

 9：30～10：00 自己紹介（30分）

10：00～10：45 講義（45分） 我が国の救急医療体制と病院前医療体制の概要

10：45～10：55 休憩（10分）

10：55～11：40 講義（45分） 消防機関における救急業務及び救急救命士制度
に対する理解

11：40～11：50 休憩（10分）

11：50～12：35 講義（45分） ＭＣの基本と運用の理解

12：35～13：30 昼食（55分）

13：30～14：30 講義（60分） 局地災害時のＭＣに関する問題の理解

14：30～14：40 休憩（10分）

14：40～15：40 講義（60分） 救急救命士が実施する救命処置

15：40～15：50 休憩（10分）

15：50～17：50 ワークショップ（120分）
オンラインＭＣ

平成29年度　病院前医療体制における指導医等研修プログラム（案）
【初級者】

　



第2日　平成29年10月6日（金）

 9：00～10：00 講義（60分） ＭＣ関連法規に対する理解

10：00～10：10 休憩（10分）

10：10～12：10 ワークショップ（120分）
事後検証、症例検討会の方法論

12：10～13：00 昼食（50分）

13：00～15：00 ワークショップ（120分）
救急救命士等に対する教育

15：00～15：10 休憩（10分）

15：10～17：10 ワークショップ（120分）
ＭＣ及び指導医の今後の展開

17：10～17：30 総括・クロージング（20分）



別紙（２）

兵庫県災害医療センター
　 兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通1-3-1

　

第1日　平成29年11月30日（木）

 9：00～ 9：20 受付（20分）

 9：20～ 9：30 開会挨拶及び事務説明（10分）

 9：30～10：00 自己紹介（30分）

10：00～10：45 講義（45分） 我が国の救急医療体制と病院前医療体制の概要

10：45～10：55 休憩（10分）

10：55～11：40 講義（45分） 消防機関における救急業務及び救急救命士制度
に対する理解

11：40～11：50 休憩（10分）

11：50～12：35 講義（45分） ＭＣの基本と運用の理解

12：35～13：30 昼食（55分）

13：30～14：30 講義（60分） ＭＣ関連法規に対する理解

14：30～14：40 休憩（10分）

14：40～15：40 講義（60分） 救急救命士が実施する救命処置

15：40～15：50 休憩（10分）

15：50～17：50 ワークショップ（120分）
オンラインＭＣ

平成29年度　病院前医療体制における指導医等研修プログラム（案）
【初級者】

　



第2日　平成29年12月1日（金）

 9：00～10：00 講義（60分） 局地災害時のＭＣに関する問題の理解

10：00～10：10 休憩（10分）

10：10～12：10 ワークショップ（120分）
事後検証、症例検討会の方法論

12：10～13：00 昼食（50分）

13：00～15：00 ワークショップ（120分）
救急救命士等に対する教育

15：00～15：10 休憩（10分）

15：10～17：10 ワークショップ（120分）
ＭＣ及び指導医の今後の展開

17：10～17：30 総括・クロージング（20分）



別紙（２）

国立病院機構研修センター
　 東京都目黒区東が丘2-5-28

　

第1日　平成29年12月21日（木）

 9：30～ 9：50 受付（20分）

 9：50～10：00 開会挨拶及び事務説明（10分）

10：00～10：45 講義（45分） 我が国の救急医療体制と病院前医療体制の概要

10：45～10：55 休憩（10分）

10：55～11：40 講義（45分） 消防機関における救急業務及び救急救命士制度
に対する理解

11：40～11：50 休憩（10分）

11：50～12：35 講義（45分） ＭＣの基本と運用の理解

12：35～13：30 昼食（55分）

13：30～14：30 講義（60分） ＭＣ関連法規に対する理解

14：30～14：40 休憩（10分）

14：40～16：40 ワークショップ（120分）
オンラインＭＣ

16：40～16：50 休憩（10分）

16：50～17：50 講義（60分） 救急救命士が実施する救命処置

平成29年度　病院前医療体制における指導医等研修プログラム（案）
【初級者】

　



第2日　平成29年12月22日（金）

 9：00～10：00 講義（60分） 局地災害時のＭＣに関する問題の理解

10：00～10：10 休憩（10分）

10：10～12：10 ワークショップ（120分）
事後検証、症例検討会の方法論

12：10～13：00 昼食（50分）

13：00～15：00 ワークショップ（120分）
救急救命士等に対する教育

15：00～15：10 休憩（10分）

15：10～17：10 ワークショップ（120分）
ＭＣ及び指導医の今後の展開

17：10～17：30 総括・クロージング（20分）



別紙（２）

　 独立行政法人国立病院機構研修センター
東京都目黒区東が丘２－５－２８

第1日　平成30年1月17日（水）

　 9：30～9：50 受付（20分）

 　9：50～10：00 開会挨拶及び事務説明（10分）

 　10：00～10：45 講義（45分） 我が国の救急医療体制と病院前医療体制

　10：45～10：55 休憩（10分）

　10：55～11：25 講義（30分） 救急に関する消防の取り組み

　11：25～12：25 昼食（60分）

　12：25～14：25 ワークショップ（120分）
　 搬送と受け入れ実施基準と緊急度判定

　14：25～14：35 休憩（10分）

　14：35～16：05 ワークショップ（90分）
救急医療体制にかかる調整

　16：05～16：15 休憩（10分）

　16：15～17：45 ワークショップ（90分）
救急医療体制にかかる調整

平成29年度　病院前医療体制における指導医等研修プログラム（案）
【上級者】



第2日　平成30年1月18日（木） 【救急救命士と合同】

　 9：00～9：45 講義（45分） 局地災害における消防活動

　 9：45～10：00 休憩（15分）

　10：00～12：30 ワークショップ（150分）
局地災害時のＭＣに関する問題の理解

　12：30～13：30 昼食（60分）

　13：30～14：00 講義（30分） 通信指令業務について

　14：00～14：15 休憩（15分）

　14：15～17：15 ワークショップ（180分）
通信指令業務の事後検証について

第3日　平成30年1月19日（金） 　

　　 9：00～9：30 講義（30分） 救急救命士等に対する教育

　　9：30～11：00 ワークショップ（90分）
救急救命士等に対する教育

　 11：00～11：10 休憩（10分）

　 11：10～12：25 ワークショップ（75分）
再教育システムの構築

　12：25～13：25 昼食（60分）

　13：25～15：25 ワークショップ（120分）
ＭＣ及び指導医の今後の展開

　15：25～15：55 総括・クロージング（30分）


