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9：00～ 10：30

パネルディスカッション1／多機関連携による病院前救急診療はどこまで進んだか
座長 小林　誠人（公立豊岡病院　但馬救命救急センター）

　　　　今　　明秀（八戸市立市民病院）

PD1-1 他機関連携の鍵は「シンプルな要請手順」と「共通の活動方針」
▶町田　浩志（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）

PD1-2 病院前救急診療における情報共有～「タテ」「ヨコ」の連携～
▶米盛　輝武（社会医療法人仁愛会　浦添総合病院　救命救急センター）

PD1-3 地域貢献を目指した病院前救急診療の実際
▶松村　圭祐（公立豊岡病院　但馬救命救急センター）

PD1-4 ドクターカーとドクターヘリ同時要請症例の検討
▶菊地　　斉（水戸済生会総合病院　救命救急センター　救急科）

PD1-5 高知県ドクターヘリと高知県内外における多機関連携
▶石原　潤子（高知医療センター　救命救急センター）

PD1-6 連携のための岡山県ドクターヘリの取り組み
▶高橋　治郎（川崎医科大学　救急医学）

8：50～ 9：00

開会式

13：00～ 13：30

総　会

13：30～ 14：00

特別講演
座長 猪口　貞樹（東海大学医学部　外科学系救命救急医学）

	 「学会活動25年を振り返って』
▶小濱　啓次（川崎医科大学）

第 1 日目（11 月 3 日（土））

第 1 会場（祐宣記念講堂 2F　記念講堂）

11：00～ 12：00

教育講演
座長 滝口　雅博（青森県総合診療センター附属あおもり健康管理センター）

	 『Development	of	a	new	tiltrotor	aircraft	AW609』
▶ �Clive�Scott（Leonardo 社）

共催：レオナルド社



31第 25 回日本航空医療学会総会

第 1 日目（11 月 3 日（土））

第 1 会場（祐宣記念講堂 2F　記念講堂）

14：15～ 15：15

招待講演1
座長 益子　邦洋（医療法人社団　永生会　南多摩病院）

	 『The	Korean	EMS	system	with	HEMS	and	measures	for	mass		
	 gatherings	which	may	occur	in	the	winter	Olympics』

▶ �Kang-Hyun�Lee（Wonju�College�of�Medicine,�Yonsei�University）

共催：エアロファシリティー株式会社

15：20～ 16：20

招待講演2
座長 荻野　隆光（川崎医科大学　救急医学）

	 『London	HEMS	and	Terrorism	in	London』
▶ �Gareth�Edward�Davies（London�HEMS,�Royal�London�Hospital）

共催：社会医療法人清風会 日本原病院、介護老人保健施設 おとなの学校 岡山校

16：30～ 18：00

パネルディスカッション2／集団災害対応における航空機の利用
座長 早川　達也（聖隷三方原病院　高度救命救急センター）

　　　　本間　正人（鳥取大学医学部　救急・災害医学分野）

PD2-1 洋上医療との連携
▶清住　哲郎（防衛医科大学校　防衛医学講座）

PD2-2 集団災害現場へのドローンの実装に向けて
▶久城　正紀（日本医科大学　千葉北総病院救命救急センター）

PD2-3 災害時における小型ジェット機の活用
▶浅井　康文（函館新都市病院　救急センター）

PD2-4 災害時におけるドクターヘリ基地病院フライトサービスの活用
▶奥本　克己（熊本赤十字病院　救急科）

PD2-5 本白根山噴火災害におけるドクターヘリ活動
▶藤塚　健次（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）
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第 1 日目（11 月 3 日（土））

第 2 会場（祐宣記念講堂 1F　多目的ホール）

9：00～ 9：50

一般演題1／現場活動①
座長 中川　儀英（東海大学医学部　外科学系　救命救急医学）

O1-1 多数傷病者事案における新潟県ドクターヘリ2機の連携
▶渡邊　　要（新潟大学医歯学総合病院）

O1-2 新潟東部ドクターヘリにおける高齢者出動例の検討
▶遠藤　　裕（新潟大学医歯学総合病院　高度救命救急センター）

O1-3 栃木県ドクターヘリ活動における IP無線機の使用経験報告
▶鍛　　良之（獨協医科大学病院　救命救急センター）

O1-4 ランデプーポイントから患者接触と病院到着に時間を要した事案
▶大坂　　裕通（順天堂大学医学部附属静岡病院）

O1-5 消防力を上回った多数傷病者事案
▶村中　常恭（赤磐市消防本部）

10：30～ 11：50

一般演題2／災害・DMAT
座長 三村　誠二（徳島県立中央病院　救命救急センター）

　　　　佐藤　友子（佐賀県医療センター好生館　救命救急センター）

O2-1 大阪府北部地震におけるドクターヘリの対応と課題
▶中川　雄公（大阪大学医学部附属病院　高度救命救急センター）

O2-2 平成30年7月豪雨における広島県のヘリコプター医療活動報告
▶津村　　龍（広島大学大学院医歯薬保健学研究院　救急集中治療医学）

O2-3 平成30年7月豪雨災害における航空調整グループの活動について
▶山本　富三（広島県防災航空センター　防災航空隊）

O2-4 平成30年7月豪雨災害における愛媛県消防防災航空隊の活動
▶加藤　智臣（愛媛県消防防災航空隊）

O2-5 H30年 7月豪雨災害における消防防災ヘリの活動について
▶山崎　洋平（岡山県消防防災航空センター）

O2-6 災害時の民間医療ヘリ運用：新たなステージの到来と今後の課題
▶冨岡　譲二（社会医療法人緑泉会　米盛病院）

O2-7 火山噴火災害における医療搬送の一例
▶菊池　　仁（獨協医科大学病院　救命救急センター）

O2-8 本白根山噴火災害における隣県ドクターヘリへの応援要請
▶町田　浩志（前橋赤十字病院　高度救命救急センター）
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12：00～ 12：50

ランチョンセミナー1
座長 齋藤　　学（合同会社ゲネプロ）

LS2 『What	makes	a	good	retrieval?	An	Australian	Experience	
	 ─ Stories	from	a	Rural	Generalist	Down	Under』

▶ Jay-Mien�Phang（MBBS�FRACGP�FARGP）

第 1 日目（11 月 3 日（土））

第 2 会場（祐宣記念講堂 1F　多目的ホール）

共催：合同会社ゲネプロ／中日本航空株式会社

14：00～ 15：00

一般演題3／安全管理①
座長 金田浩太郎（山口大学医学部附属病院　先進救急医療センター）

O3-1 既存ランデブーポイントの安全性の再調査の実施について
▶五十嵐　淳（朝日航洋株式会社　東日本運航部　運航管理グループ）

O3-2 道南ドクターヘリにおけるインシデントと医療安全への取り組み
▶吉田　亮太（市立函館病院　看護局　看護科）

O3-3 ドクターヘリ基地病院と運航会社との緊急対処訓練の有効性
▶岡部　直人（セントラルヘリコプターサービス株式会社　運航部）

O3-4 ドクターヘリ操縦士要件変更への対応状況について
▶平戸　太郎（セントラルヘリコプターサービス株式会社　訓練部）

O3-5 ドクターヘリ動態管理　平常時 /災害時のスムーズな連携にむけて
▶高森　美枝（株式会社　ウェザーニューズ）

O3-6 安全運航に貢献する最新のヘリコプターの機能の紹介
▶宇田川貴博（川崎重工業株式会社　航空宇宙システムカンパニー営業本部ヘリコプタ営業部）

15：00～ 15：50

一般演題4／安全管理②
座長 杉山　　聡（埼玉医科大学総合医療センター　高度救命救急センター）

O4-1 救急車内の塩素ガス吸入曝露により医師が中毒症状を来した1例
▶越後　　整（済生会滋賀県病院　救命救急センター）

O4-2 ヒヤリハット事案から見えた課題とその対策
▶大野　裕隆（中日本航空株式会社　運航管理部　運航管理課）

O4-3 ランデブーポイントの安全管理について
▶中島　茂人（セントラルヘリコプターサービス株式会社　航空安全管理委員会事務局）

O4-4 ドクターヘリの不安全事象について
▶山本　倫明（福山地区消防組合消防局）

O4-5 テールローターに吹き流しが絡まる事例を経験して
▶平田　誠子（川崎医科大学附属病院　高度救命救急センター）
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第 1 日目（11 月 3 日（土））

第 2 会場（祐宣記念講堂 1F　多目的ホール）

16：30～ 18：00

シンポジウム2／ドクターヘリの安全運航と教育─今後の進むべき道を模索する─
座長 奥寺　　敬（富山大学大学院危機管理医学・医療安全学）

　　　　篠崎　正博（岸和田徳州会病院　救命救急センター）

SY2-1 厚労科研“安全管理基準”の骨子、特に医療クルーの教育について
▶辻　　友篤（東海大学医学部　外科学系救命救急医学）

SY2-2 急がれる操縦士訓練施設の充実
▶木下　幹巳（エアロファシリティー株式会社）

SY2-3 安全な現場はあるのか？～爆発事故事案を通じ安全管理を考える～
▶近藤　彰彦（順天堂大学医学部附属練馬病院）

SY2-4 山梨ドクターヘリにおけるAMRM（第二報）：机上 LOFTの成果と課題
▶井上　潤一（山梨県立中央病院　救命救急センター）

SY2-5 運航と診療の質を保っていくための教育、研修システムの構築
▶大森　一彦（順天堂大学医学部附属静岡病院　救急診療科）

SY2-6 島根防災ヘリの多機関連携訓練～島根メディカルラリーを通して～
▶日下あかり（島根大学医学部附属病院）
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第 1 日目（11 月 3 日（土））

第 3 会場（講義棟 3F　3602 講義室）

9：00～ 9：50

一般演題5／施設間搬送
座長 上田健太郎（和歌山県立医科大学　救急・集中治療医学講座）

O5-1 広大な医療圏を抱える北海道におけるドクターヘリの活用状況
▶小野寺英雄（医療法人渓仁会　手稲渓仁会病院）

O5-2 平成29年度に当院からヘリコプターで転院した患者に関する検討
▶奥村　澄枝（徳島県立三好病院）

O5-3 演題取り下げ

O5-4 ドクターヘリを搬送手段に併用した広域施設間搬送8症例の検討
▶郭　　光徳（市立釧路総合病院　麻酔科）

O5-5 国際医療規制搬送の現状と問題点
▶葵　　佳宏（インターナショナル SOSジャパン）

9：50～ 11：00

一般演題6／システム・データ管理
座長 高橋　　功（総合病院国保旭中央病院　救急救命科／救命救急センター）

　　　　小野　一之（獨協医科大学　救急医学講座）

O6-1 ドクターヘリ症例レジストリーを確実に実施するための当院の体制
▶浅野　寛子（熊本赤十字病院）

O6-2 原点回帰―三重県ドクターヘリの6年間の事後検証
▶説田　守道（伊勢赤十字病院　救命救急センター）

O6-3 各消防対象に行い始めた症例検討会とシミュレーションの検討
▶柴田　尚明（和歌山県立医科大学　救急集中治療医学講座）

O6-4 消防本部共用指令センター運用開始後の効果と課題
▶石上　耕司（国立病院機構　水戸医療センター　救命救急センター）

O6-5 兵庫県ドクターヘリ　ドクターヘリ症例検証会での取り組み
▶小野　真義（兵庫県立加古川医療センター　救急科）

O6-6 北海道におけるドクターヘリの搬送時間と人口カバー率の推定
▶小林　永一（北海道大学　大学院保健科学院）

O6-7 新潟県西部ドクターヘリの1年目の運航実績
▶江部　克也（長岡赤十字病院）
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第 1 日目（11 月 3 日（土））

第 3 会場（講義棟 3F　3602 講義室）

11：00～ 11：50

報告／ドクターヘリレジストリーによる効果検証
座長 猪口　貞樹（東海大学医学部付属病院　高度救命救急センター）

　　　　髙山　隼人（長崎大学病院　地域医療支援センター内　ながさき地域医療人材支援センター）

R-1 ACSグループ担当

R-2 脳梗塞グループ担当

R-3 脳内出血グループ担当

R-4 くも膜下出血グループ担当

12：00～ 12：50

ランチョンセミナー2
座長 横田　勝彦（東京電機大学　サイバーセキュリティ研究所）

LS2 搬送資源の位置情報を考慮した災害時保健医療活動支援システム
▶市川　　学（芝浦工業大学　環境システム学科）

共催：IP-Net 株式会社

14：00～ 15：00

一般演題7／NS①　教育①
座長 山崎　早苗（東海大学医学部付属病院　集中治療室）

　　　　鼠尾　弘恵（川崎医科大学附属病院　高度救命救急センター）

O7-1 フライトナース教育における現場活動評価指標及び可視化の検討
▶竹下　和美（久留米大学病院　高度救命救急センター）

O7-2 大阪府ドクターヘリにおけるフライトナース育成の現状と課題
▶桜庭　　彩（大阪大学医学部附属病院　高度救命救急センター）

O7-3 映像伝送システムを活用したフライトナース教育への取り組み
▶泉谷　　勇（市立釧路総合病院　看護部看護課　救急外来）

O7-4 プレホスピタルにおける分娩体制構築への試み
▶井上　　望（熊本赤十字病院　救命救急センター）

O7-5 フライトナースに対する災害教育の実際
▶山下さつき（愛媛県立中央病院　高度救命救急センター ICU）

O7-6 当院BCPにおける災害時にフライトナースに求められる実践能力
▶佐塚　孝之（信州大学医学部附属病院　高度救命救急センター）
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第 1 日目（11 月 3 日（土））

第 3 会場（講義棟 3F　3602 講義室）

15：00～ 15：50

一般演題8／NS②　教育②
座長 宮崎　博之（福島県立医科大学附属病院）

　　　　前田　礼子（鹿児島市立病院　看護科　救命救急センター）

O8-1 ドクターヘリ現場活動で救急隊員の抱く課題に関する研究
▶里吉　拓海（国立病院機構　長崎医療センター　高度救命救急センター）

O8-2 フライトナースの体調管理の実態
▶外村　幸孝（手稲渓仁会病院　救命救急センター）

O8-3 救命士のドクターヘリ同乗研修にフライトナースが与える影響
▶田中　敏幸（兵庫県立加古川医療センター　救命救急センター　初療室）

O8-4 富山県ドクターヘリ看護師搭乗研修の再構築
▶表寺　誠一（富山県立中央病院　看護部）

O8-5 フライトナース希望者を対象としたドクターヘリ搭乗体験の効果
▶中澤　弘子（埼玉医科大学総合医療センター　看護部）

15：50～ 16：30

一般演題9／NS③　現場活動①
座長 内藤ゆみえ（埼玉医科大学総合医療センター　高度救命救急センター）

O9-1 くも膜下出血症例に対する医療者の関わりに関する検討
▶植木奈保子（山形県立中央病院）

O9-2 活動現場での末梢静脈留置針確保における感染リスクと現状
▶岡本　佳子（国保直営総合病院　君津中央病院）

O9-3 重機圧外傷により左胸腔ドレーン挿入処置を経験して
▶下舘　栄子（独立行政法人　国立病院機構　仙台医療センター）

O9-4 高エネルギー外傷患者のドクターヘリ搬送時における看護師の苦悩
▶澤田　菜帆（順天堂大学　医療看護学部）
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第 1 日目（11 月 3 日（土））

第 4 会場（講義棟 3F　3603 講義室）

9：00～ 9：50

一般演題10／へき地医療
座長 齋藤　兄治（青森県立中央病院　救命救急センター）

O10-1 奈良県南部の山間僻地医療を担うドクターヘリの役割
▶渡邉　知朗（南和広域医療企業団　南奈良総合医療センター　救急科）

O10-2 愛媛県における医療過疎地域での複数傷病者事案
▶森山　直紀（愛媛大学大学院医学系研究科　救急航空医療学講座）

O10-3 消防非常備町村における常備化前後のへき地ドクターヘリ活動
▶米満　尚史（和歌山県立医科大学　救急集中治療医学講座）

O10-4 島しょ部救急におけるドクターヘリの現状と課題
▶吉川　泰弘（岡山県笠岡地区消防組合消防本部）

O10-5 ヘリポートの併設されている地域診療所による救急医療への関わり
▶市川　万邦（南部町医療センター）

9：50～ 10：40

一般演題11／疾患：小児、産科、周産期・その他
座長 宮本　聡美（川崎医科大学　救急医学）

O11-1 手術継続のため施設間搬送を行った弛緩出血の1例
▶寳住　　肇（獨協医科大学病院救急医学講座）

O11-2 ドクターヘリで対応し蘇生を要した早産児院外分娩の2例
▶高橋　大介（熊本赤十字病院　救急科）

O11-3 新生児のヘリ搬送にクベースは必須か？
▶石川祥一朗（あいち小児保健医療総合センター　救急科）

O11-4 和歌山県における減圧症のドクターヘリ搬送の問題点
▶岩崎　安博（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）

O11-5 岐阜県ドクターヘリにおける oncologic	emergency 症例の検討
▶吉山　直政（岐阜大学医学部附属病院　高度救命救急センター）
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12：00～ 12：50

ランチョンセミナー3
座長 藤尾　政子（川崎医科大学附属病院　看護部）

LS3 『ドクターヘリにおける e- ラーニングの活用』
▶坂田久美子（愛知医科大学病院　高度救命救急センター）

共催：フクダ電子株式会社

10：40～ 11：30

一般演題12／心肺蘇生
座長 吉原　秀明（鹿児島市立病院　救命救急センター）

O12-1 ドクターヘリ運用により良好な転帰を得た離島での心肺停止の一例
▶小田桐有沙（市立函館病院　救命救急センター）

O12-2 医療過疎地における心肺停止症例の最善の搬送方法は何か
▶反町光太朗（福島県立医科大学　救急医療学講座）

O12-3 サッカー部活動中に心肺停止した高校生の2例
▶藤井　公一（済生会宇都宮病院　救急科）

O12-4 社会復帰した15歳の心肺停止例
▶橋本　昌幸（埼玉医科大学総合医療センター　救急科）

O12-5 ドクターヘリは院外心停止症例の予後・転帰を改善できるか？
▶菊地　　斉（水戸済生会総合病院　救命救急センター）

第 1 日目（11 月 3 日（土））

第 4 会場（講義棟 3F　3603 講義室）
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第 1 日目（11 月 3 日（土））

第 4 会場（講義棟 3F　3603 講義室）

16：30～ 18：00

シンポジウム1／固定翼機救急搬送の将来
座長 奈良　　理（医療法人渓仁会　手稲渓仁会病院　救命救急センター）

　　　　山口　大介（防衛省航空自衛隊　航空機動衛生隊）

SY1-1 自衛隊固定翼機による東京都小笠原村からの緊急航空機搬送
▶城川　雅光（東京都立広尾病院　救急診療科）

SY1-2 Medical	Wings 運航実績からみえるもの～研究運航と比較して
▶上村　修二（札幌医科大学　救急医学講座）

SY1-3 航空機動衛生隊による民間人患者の長距離搬送の適応判断について
▶宮脇　博基（防衛省航空自衛隊　航空支援集団司令部）

SY1-4 固定翼医療搬送における運航管理者業務とリスク管理
▶兵藤　　敬（中日本航空株式会社　運航管理部　運航管理課）

SY1-5 北海道における小児傷病者航空機搬送体制の現状
▶岡本　博之（手稲渓仁会病院　救命救急センター・道央ドクターヘリ）

SY1-6 民間旅客機と医療専用機を使用した国際医療搬送の現状
▶葵　　佳宏（インターナショナル SOSジャパン）
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第 1 日目（11 月 3 日（土））

ポスター会場（講義棟 2F　ロビー）

ポスター2
座長 高須　　修（久留米大学病院　高度救命救急センター）

P2-1 秋田県ドクターヘリの現状
▶藤田　康雄（秋田赤十字病院）

P2-2 地域医療を支えるドクターヘリー医療過疎地のドクターヘリ
▶山田　裕彦（岩手医科大学　救急・災害・総合医学講座）

P2-3 山形県ドクターヘリの現状
▶高橋　倫彦（山形県立中央病院　救急室）

P2-4 地域医療を支えるドクターヘリ～宮城を守る２基地病院～
▶山田　康雄（国立病院機構仙台医療センター　救命救急センター）

P2-5 福島県ドクターヘリの現状と多目的ヘリの導入
▶反町光太朗（福島県立医科大学附属病院　救命救急センター）

P2-6 地域医療を支えるドクターヘリ
▶本多　忠幸（新潟大学医学部救急医学）

ポスター1
座長 増田　幸子（国立病院機構　長崎医療センター　高度救命救急センター）

P1-1 地域医療を支えるドクターヘリ─厳しい冬と広大な運航範囲の中で─
▶奈良　　理（医療法人渓仁会手稲渓仁会病院）

P1-2 地域医療を支えるドクターヘリ―最北基地旭川日赤病院の取り組み
▶住田　臣造（旭川赤十字病院　麻酔科救急科）

P1-3 ～霧の街から自然豊かな医療過疎地域を守る～
▶萩原　裕也（市立釧路総合病院　救命センター）

P1-4 地域医療を支えるドクターヘリ～道南ドクターヘリの財政措置～
▶池田　隼人（市立函館病院　道南ドクターヘリ事務局）

P1-5 劇的救命　八戸ドクターヘリ
▶近藤　英史（八戸市立市民病院　救命救急センター）

P1-6 地域医療を支えるドクターヘリ　青森県の隅々まで貢献するために
▶齋藤　兄治（青森県立中央病院　救命救急センター）

10：00～ 10：42
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ポスター3
座長 濱見　　原（愛媛県立中央病院　救命救急センター）

P3-1 地域医療を支えるドクターヘリ　脳梗塞に対する病院選定の再構築
▶越後　　整（済生会滋賀県病院　救命救急センター・救急集中治療科）

P3-2 鳥取県ドクターヘリ：鳥取大学医学部附属病院を基地病院として
▶本間　正人（鳥取大学医学部附属病院　高度救命救急センター）

P3-3 地域医療を支えるドクターヘリ　岡山県ドクターヘリ17年の軌跡
▶渡部　雄生（川崎医科大学附属病院　高度救命救急センター）

P3-4 地域医療を支えるドクターヘリ　医療体制の地域格差を埋めるために
▶中原　貴志（山口大学医学部附属病院　先進救急医療センター）

P3-5 地域医療を支えるドクターヘリ　広島県での様々な連携について
▶津村　　龍（広島大学大学院医歯薬保健学研究院　救急集中治療医学）

P3-6 究極の地域医療～防災ヘリからドクターヘリ。県境を越えた運航～
▶新納　教男（島根県立中央病院　救命救急科）

15：00～ 15：42

ポスター4
座長 金丸　勝弘（宮崎大学医学部　病態解析医学講座 救急・災害医学分野）

P4-1 埼玉県ドクターヘリの紹介
▶中村　元洋（埼玉医科大学総合医療センター　救急科）

P4-2 地域医療を支えるドクターヘリ～北総救命の挑戦～
▶杉本　貴史（日本医科大学千葉北総病院　救命救急センター）

P4-3 地域の病院前救急診療研修の場を提供するドクターヘリ
▶加古　訓之（君津中央病院　救命救急センター）

P4-4 地域医療を支えるドクターヘリ　神奈川県ドクターヘリの特徴
▶福嶋　友一（東海大学医学部付属病院　外科学系　救命救急医学）

P4-5 山梨県全域を守るドクターヘリ
▶岩瀬　史明（山梨県立中央病院　救命救急センター）

P4-6 「診療！・教育！・研究！」
▶大森　一彦（順天堂大学医学部附属静岡病院　救急診療科）

第 1 日目（11 月 3 日（土））

ポスター会場（講義棟 2F　ロビー）
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ポスター5
座長 岡田　邦彦（佐久総合病院　救命救急センター）

P5-1 中山間地域へ「医療に対する安心」を提供するドクターヘリ
▶川崎　磨美（聖隷三方原病院　高度救命救急センター）

P5-2 大自然を有する観光地と地域での暮らしを支える
▶重田　美保（佐久医療センター　救命救急センター）

P5-3 地域を支えるドクターヘリ　長野県２機目配備による救急体制
▶高山　浩史（信州大学病院）

P5-4 地域医療を支えるドクターヘリー岐阜県全体に安心を
▶山田　法顕（岐阜大学医学部附属病院　高度救命救急センター）

P5-5 「地域医療を支えるドクターヘリ」愛知県の取り組み
▶竹中　信義（愛知医科大学病院　救命救急科）

P5-6 地域二次救急病院との連携で行う緊急外来搬送
▶石倉　　健（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）

第 1 日目（11 月 3 日（土））

ポスター会場（講義棟 2F　ロビー）

ポスター6
座長 山田　康雄（国立病院機構　仙台医療センター　救命救急センター　救急科）

P6-1 地域医療を支えるドクターヘリ
▶伊藤　有実（伊勢赤十字病院）

P6-2 地域医療を支えるドクターヘリ　大阪府ドクターヘリの活動
中川　雄公（大阪大学医学部附属病院　高度救命救急センター）

P6-3 地域を支えるドクターヘリ：救急医療体制改善のシンボルとして
福島　英賢（奈良県立医科大学　高度救命救急センター）

P6-4 公立豊岡病院ドクターヘリ事業の創意工夫とその効果
小林　誠人（公立豊岡病院　但馬救命救急センター）

P6-5 兵庫県ドクターヘリ　ゴルフ場内への着陸の有用性と今後の課題
小野　真義（兵庫県立加古川医療センター　救急科）

P6-6 地域医療を支えるドクターヘリ　─救急医療の地域格差是正のために
柴田　尚明（和歌山県立医科大学　救急集中治療医学講座）
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9：00～ 10：30

シンポジウム3／航空医療の課題と将来
座長 山森　祐治（島根県立中央病院　救命救急センター）

　　　　山下　典雄（久留米大学病院　高度救命救急センター）

SY3-1 夜間運航における問題点と今後の展望
▶新納　教男（島根県立中央病院　救命救急科）

SY3-2 高速道路で発生した傷病者対応の現状と今後の展望
▶高松　学文（久留米大学病院　高度救命救急センター）

SY3-3 Hospital	Base から Program	Base への考察
▶安部　哲夫（中日本航空株式会社　運航管理部）

SY3-4 究極の交通事故覚知要請；D-Call	Net 実出動事例と本格運用の開始
▶本村　友一（日本医科大学千葉北総病院　救命救急センター）

SY3-5 新生児ヘリ搬送の課題と将来
▶平川　英司（長崎みなとメディカルセンター　新生児内科）

SY3-6 鹿児島県ドクターヘリ活動から抽出された離島医療搬送の課題
▶松窪　将平（鹿児島市立病院　救命救急センター）

11：00～ 12：30

座談会／ドクターヘリの過去・現在・未来
座長 篠田　伸夫（特定非営利活動法人　 救急ヘリ病院ネットワーク　HEM-net）

▶小濱　啓次（川崎医科大学）
▶滝口　雅博（青森県総合健診センター附属あおもり健康管理センター）
▶土居　弘幸（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科　疫学・衛生学分野）
▶坂田久美子（愛知医科大学病院　高度救命救急センター）
▶荻野　隆光（川崎医科大学　救急医学）
▶古澤　正人（セントラルヘリコプターサービス株式会社）
▶北村　伸哉（国保直営総合病院　君津中央病院　救命救急センター）

第 2 日目（11 月 4（日））

第 1 会場（祐宣記念講堂 2F　記念講堂）

12：30～

閉会式
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9：00～ 10：00

一般演題13／現場活動②
座長 住田　臣造（旭川赤十字病院　救命救急センター）

O13-1 病院前診療における shock の早期認知についての検討
▶平湯　恒久（久留米大学　医学部　救急医学講座）

O13-2 重症頭部外傷非合併患者の外傷性凝固障害予測因子の検討
▶菊池　　仁（獨協医科大学病院　救命救急センター）

O13-3 ドクターヘリ活動における携帯型カプノメータの有用性（第2報）
▶岡野　雄一（熊本赤十字病院　救急科）

O13-4 フライトドクターによる病院前診療で骨盤骨折は予測可能か
▶三宅　喬人（岐阜大学医学部附属病院　高次救命治療センター）

O13-5 埼玉ドクターヘリの現場滞在時間に与える因子についての考察
▶杉浦　　潤（埼玉医科大学総合医療センター　救急科）

O13-6 ゴルフ場をランデブーポイントとして使用すべき
▶岩瀬　史明（山梨県立中央病院　救命救急センター）

第 2 日目（11 月 4（日））

第 2 会場（祐宣記念講堂 1F　多目的ホール）

10：00～ 11：00

一般演題14／消防・防災ヘリ
座長 田勢長一郎（福島県立医科大学医学部　救急医療学講座）

　　　　塩見　直人（済生会滋賀県病院　救命救急センター・救急集中治療科）

O14-1 熊本県消防防災ヘリの天候・活動時間による現場救急補完活動
▶金子　　唯（国立病院機構　熊本医療センター　救命救急・集中治療部）

O14-2 浜松市消防ヘリ「はまかぜ」との救急支援活動訓練
▶鈴木　啓允（浜松市消防局　西消防署　大平台出張所）

O14-3 ドクターヘリ・消防ヘリ・防災ヘリの3者が緊密に連携した事案
▶戸田　雄太（岡山市消防局　警防部警防課　航空隊）

O14-4 神戸市における救命救急センターと消防防災ヘリとの連携
▶佐々木　朗（神戸市立医療センター中央市民病院　救命救急センター）

O14-5 大阪府での医療機関ヘリポートを用いた消防防災ヘリ受け入れ調整
▶森田　正則（堺市立総合医療センター　救命救急センター）

O14-6 消防防災ヘリ・ドクターヘリ等他機関との連携が功を奏した一事例
▶潮上　尚貴（井原地区消防組合消防本部）
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第 3 会場（講義棟 3F　3602 講義室）

9：00～ 10：00

一般演題15／連携①
座長 当麻　美樹（兵庫県立加古川医療センター　救命救急センター）

O15-1 多数傷病者事案のフライトスタッフとドクターヘリ基地病院の役割
▶野島　　剛（高知医療センター　救命救急センター）

O15-2 奈良県におけるドクターヘリとドクターカーの協働運用の検討
▶水本　光秀（奈良県立医科大学附属病院　看護部）

O15-3 奈良県ドクターヘリ導入における取り組み─3病院での運航連携─
▶福塚　一代（南和広域医療企業団　南奈良総合医療センター　看護部）

O15-4 岡山県・鳥取県ドクターヘリとの更なる連携向上を図る
▶福島　英樹（新見市消防本部）

O15-5 バイスタンダーとドクターヘリの架け橋となる救急隊
▶田中　宏幸（高梁市消防本部）

O15-6 県境離島地域におけるドクターヘリ活用の現状
▶尾野村泰宏（上島町消防本部）

10：00～ 11：00

一般演題16／連携②
座長 椎野　泰和（川崎医科大学　救急医学）

O16-1 新潟県ドクターヘリ事業における連携体制について
▶本多　忠幸（新潟大学医歯学総合病院　高次救命災害治療センター）

O16-2 隣県ドクターヘリと連携対応を行った熱中症多数傷病の一例
▶日域　　佳（順天堂大学医学部附属浦安病院　救急診療科）

O16-3 安全かつ円滑な航空医療に向けた多職種ヘリ連携の現状課題と展望
▶石川　浩平（順天堂大学医学部附属静岡病院）

O16-4 ドクターヘリからハイブリッドERへの連携について
▶大村　健史（徳島県立中央病院　救急外科・外傷センター）

O16-5 埼玉県Drヘリと川越WSカーの連携により迅速な活動が出来た一例
▶城下　　翠（埼玉医科大学総合医療センター　救急科）

O16-6 隣県ドクターヘリ2機が連携したトラック転落事故事案での活動
▶宮地　啓子（川崎医科大学附属病院　救急科・高度救命救急センター）
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第 4 会場（講義棟 3F　3603 講義室）

9：00～ 10：30

パネルディスカッション3／フライトナースの将来
座長 藤尾　政子（川崎医科大学附属病院　看護部）

　　　　坂田久美子（愛知医科大学病院　高度救命救急センター）

PD3-1 実践と指導を経験して考える目指すフライトナース像
▶吉中　香澄（熊本赤十字病院　看護部）

PD3-2 認定指導者として考えるこれからのフライトナースの育成
▶小石　浩晴（東海大学医学部付属病院　高度救命救急センター）

PD3-3 次世代フライトナース育成を指導者の視点から検討する
▶野澤　陽子（順天堂大学医学部附属静岡病院）

PD3-4 フライトナース育成における実務者と指導者の関係
▶佐々木祐一朗（富山県立中央病院）

PD3-5 「考える」フライトナースの育成
▶大森　章代（日本医科大学千葉北総病院　救命救急センター）

PD3-6 看護師がドクターヘリを通して病院外活動を経験した内容
▶中田　哲也（獨協医科大学病院　救命救急センター）

10：30～ 11：30

一般演題17／NS④　現場活動②
座長 野澤　陽子（順天堂大学医学部附属静岡病院　救命救急センター）

　　　　大森　章代（日本医科大学千葉北総病院　救命救急センター）

O17-1 ドクターヘリ出動記録の現状と課題～記載率・意識調査より～
▶古賀　　恵一（佐賀大学医学部附属病院）

O17-2 現場の看護を可視化する取り組み～タイムレポート分析より～
▶鈴木めぐみ（順天堂大学医学部附属静岡病院）

O17-3 当院フライトナースが看護実践で行う工夫についての調査報告
▶森田　栄奈（伊勢赤十字病院　看護部　ICU・CCU／ HCU）

O17-4 高知県ドクターヘリにおける家族非同乗を考える
▶山口　雅子（高知県・高知市企業団立　高知医療センター　救急外来）

O17-5 A病院の救急現場における家族看護の実態
▶高山　祐輔（総合病院　聖隷三方原病院）

O17-6 フライトナースのプレホスピタルにおける家族への看護支援の実態
▶野口　貴史（獨協医科大学　看護学部�成人看護学（急性期））
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ポスター会場（講義棟 2F　ロビー）

10：00～ 10：49

ポスター7
座長 其田　　一（市立釧路総合病院　救命救急センター・麻酔科）

P7-1 地域医療を支えるドクターヘリ～さらなる貢献をめざす～
▶江部　克也（長岡赤十字病院　救命救急センター）

P7-2 地域医療を支えるドクターヘリ　富山県の取り組み
▶大鋸　立邦（富山県立中央病院　救命救急センター）

P7-3 救急・災害医療の中核　群馬県ドクターヘリ
▶田村千佳子（前橋赤十字病院　高度救命救急センター）

P7-4 地域医療を支えるドクターヘリ　栃木県ドクターヘリの場合
▶清水畑慶一（獨協医科大学病院　救命救急センター）

P7-5 地域医療を支えるドクターヘリ
▶大津　裕子（水戸済生会総合病院　救命救急センター）

P7-6 地域医療を支えるドクターヘリ～医療過疎地域における役割～
▶皆川　千草（独立行政法人国立病院機構　水戸医療センター　救命救急センター）

ポスター8
座長 瀬尾　伸夫（山形県立中央病院　救命救急センター　救急科）

P8-1 地域医療を支えるドクターヘリ	藍の国の愛の翼
▶三村　誠二（徳島県立中央病院　救急科）

P8-2 高知県ドクターヘリ基地病院の特徴　高知医療センター
▶西田　武司（高知医療センター　救命救急センター）

P8-3 地域医療を支えるドクターヘリ：愛媛県ドクターヘリ
▶田中　光一（愛媛県立中央病院　救急科）

P8-4 隣県協定に基づくドクターヘリの広域利用化をめざして
▶平湯　恒久（久留米大学医学部　救急医学講座）

P8-5 現場出動と施設間搬送の両立を目指して
▶白水　春香（国立病院機構長崎医療センター　救命救急センター）

P8-6 地域医療を支えるドクターヘリ～佐賀県ドクターヘリ運用の現状～
▶岩村　高志（佐賀大学医学部附属病院　高度救命救急センター）
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第 2 日目（11 月 4 日（土））

ポスター会場（講義棟 2F　ロビー）

ポスター9
座長 遠藤　　裕（新潟大学医歯学総合病院　高次救命災害治療センター）

P9-1 佐賀県医療センター好生館の佐賀県ドクターヘリにおける取組み
▶佐藤　友子（佐賀県医療センター好生館　救命救急センター）

P9-2 地域医療を支えるドクターヘリ（熊本県）
▶高橋　大介（熊本赤十字病院　救命救急センター）

P9-3 地域医療を支えるドクターヘリ～地域医療格差をなくす取り組み～
▶塚本　菜穂（大分大学医学部附属病院　救命救急科）

P9-4 地域医療を支えるドクターヘリ　～「For	MIYAZAKI」を背負って～
▶金丸　勝弘（宮崎大学医学部附属病院　救命救急センター）

P9-5 地域医療を支えるドクターヘリ　鹿児島県DHの6年間の軌跡と将来像
▶吉原　秀明（鹿児島市立病院　救命救急センター）

P9-6 地域医療を支える奄美ドクターヘリ
▶中村健太郎（鹿児島県立大島病院　救命救急センター）

P9-7 地域医療を支えるドクターヘリ　～離島医療機関との連携～
▶高山　裕樹（社会医療法人仁愛会　浦添総合病院）


