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各   位 

公益社団法人 全日本病院協会  

会 長 猪 口 雄 二 

一般社団法人 日本医療法人協会 

会 長 加 納 繁 照 

 

2021 年度 AMAT 隊員養成研修 WEB開催のご案内 

（災害時医療支援活動に関する研修） 

 

平素は、本会事業活動につきまして、ご理解・ご協力を賜り厚く御礼申しあげます。 

かの東日本大震災においては、被災した民間病院に対する支援が十分に行き届かなかったことか

ら、当協会は災害時医療支援活動班「All Japan Hospital Medical Assistance Team（略称：ＡＭ

ＡＴ）」を組織し、会員病院を始めとする民間病院や避難所の巡回診療、患者の病院間搬送、多様な

医療チーム等との連携を含めた災害医療活動が可能な体制を整えたところでございます。 

その結果、平成 28年熊本地震、平成 30年 7月豪雨、2019年台風 10号及び 19号において、AMAT

を派遣し行政、保健医療調整本部等と連携して医療支援活動を実施することができました。このよ

うな迅速で組織的な支援を可能としたのは、本研修において、被災地で組織として災害医療活動を

するための訓練を受けていただいたからだと自負しております。 

なお、これまでの当協会の災害時医療支援活動に関する実績が認められ、今年度も厚生労働省の

「2021 年度 災害医療チーム養成支援事業」の実施団体に選定されました。 

「ＡＭＡＴ」は相互扶助の考えに基づいて作られた組織です。現在、ＡＭＡＴ隊員数は 1,000名

を超えましたが、近年増加傾向にある豪雨災害、今後発生が予想される南海トラフ地震、首都直下

地震等に対応するには十分な数ではございません。皆様におかれましては、本研修の趣旨をご理解

いただき、是非ともご参加いただきたくご案内申し上げます。 

また、今年度は新型コロナウイルス感染症対策として、全て WEBで実施いたします。 

これまで 3名 1 チームの参加を要件としておりましたが、受講要件を改定し、1 名からの参加も

可能でございます。詳細は「5.受講要件」をご確認ください。 

また、「ＡＭＡＴ隊員」の認定期間は受講修了後 5 年間となっておりますが、この度、資格更新

要件を変更し、ＡＭＡＴ隊員有資格者が本研修を再受講した場合、資格更新のための要件を満たす

こと（5単位取得）となります。 

記 

 

１．主  催 公益社団法人 全日本病院協会、一般社団法人 日本医療法人協会 

 

２．日  時 1）講義研修  2022年 2月 4日（金）10:00 ～ 17:05 

      2）実習研修 ①2022年 2月 5日（土）10:00 ～ 17:05   

②2022年 2月 6日（日）10:00 ～ 17:05   

            ※「実習研修」の日程については上記日程（①～②）のうち、参加人数により

決定いたします。参加申込書に、ご希望の日程を番号（①～②）でご記入く

ださい。 



３．受講方法 講義・実習どちらも Zoomを用いた WEB 研修  

※接続環境等の詳細は別紙 1をご参照ください。 

 

４．受講要件 ①トリアージ・・・原則として医師、看護師、保健師、助産師 

       ②業務調整員（ロジスティクス）・・・病院勤務者 

        ※ただし、AMAT派遣時の最小構成員数は医師 1名、看護師 1 名、業務調整員（ロ

ジスティクス）1 名を必須とした 3 名以上のチームとなり、そのうち 1 名は

AMAT隊員養成研修の受講が必須となります。 

 

５．プログラム（予定） 

 ●講義研修（WEB）  2022年 2月 4日（金） 

No. 開始 終了 内容 講師名（敬称略） 

1 10:00 10:05 開会挨拶                                  

2 10:05 10:55  災害概論－AMATの使命－ 

医療法人社団直和会 

平成立石病院 

副院長 大桃 丈知 

3 10:55 11:05 休憩 

4 11:05 11:35  EMIS実習                             

国立病院機構本部 DMAT事務局 

災害医療課長 市原 正行 

社会福祉法人恩賜財団済生会 

危機管理専門員 奥野 史寛 

5 11:35 12:15 
 ロジスティクスの基本・ 

 通信確保と衛星電話 

国立病院機構本部 DMAT事務局 

災害医療課長 市原 正行 

社会福祉法人恩賜財団済生会 

危機管理専門員 奥野 史寛 

6 12:15 13:10 昼食休憩 

7 13:10 13:30 
 災害時の情報通信（デモ通

信） 

社会福祉法人恩賜財団済生会 

危機管理専門員 奥野 史寛 

8 13:30 14:00  医療連携、関係機関の役割 

一般社団法人日本海員掖済会 

名古屋掖済会病院 

副院長 北川 喜己 

9 14:00 14:10 休憩 

10 14:10 15:00 

 トリアージ・ 

 トリアージタグの記載につい

て     

青梅市立総合病院 

救命救急センター 

センター長 肥留川 賢一 

11 15:00 15:10 休憩 

12 15:10 16:10  トリアージ机上訓練 

青梅市立総合病院 

救命救急センター 

センター長 肥留川 賢一 

13 16:10 16:20 休憩 



14 16:20 17:00  AMATの活動－演習と実動－ 

総合病院国保旭中央病院 

救命救急センター 

センター長 高橋  功 

15 17:00 17:05 事務連絡 

●実習研修（WEB） ①2022年 2月 5日（土） ②2022 年 2月 6日（日） 

No. 開始 終了 内容 講師名（敬称略） 

1 10:00 10:50 
 派遣シミュレーション① 

（設問 1・2）                             

医療法人社団誠馨会 

新東京病院 

救急科部長 安倍 晋也 

2 10:50 11:00 休憩 

3 11:00 11:30  災害時要配慮者 

国立病院機構大阪医療センター 

救命救急センター 

センター長 大西 光雄 

4 11:30 12:00  災害時に留意すべき疾病 

国立病院機構大阪医療センター 

救命救急センター 

センター長 大西 光雄 

5 12:00 13:00 昼食休憩 

6 13:00 13:20  感染制御 

国立病院機構大阪医療センター 

救命救急センター 

センター長 大西 光雄 

7 13:20 13:50  DSST実習 

医療法人社団筑波記念会 

筑波記念病院 

事務長 石川 友和 

8 13:50 14:00 休憩 

9 14:00 14:30 
 災害診療記録と J-SPEED 

（実習）                             

医療法人社団直和会 

平成立石病院 

副院長 大桃 丈知 

10 14:30 15:00 
 派遣シミュレーション② 

（設問 3） 

医療法人社団誠馨会 

新東京病院 

救急科部長 安倍 晋也 

11 15:00 15:10 休憩 

12 15:10 15:55 
 派遣シミュレーション③ 

（設問 4・5） 

医療法人社団誠馨会 

新東京病院 

救急科部長 安倍 晋也 

13 15:55 16:05 休憩 

14 16:05 16:25 【Googleフォームによる試験】 

15 16:25 16:35 休憩 

16 16:35 16:45 【試験結果発表、講評】 

17 16:45 17:05 事務連絡 

 



６．参 加 費 会 員 10,000円（税込：11,000円） 

非会員 30,000円（税込：33,000円） 

※（講義研修・実習研修の受講料、テキスト代を含みます） 

※全日本病院協会、日本医療法人協会 及び 日本病院会の会員病院職員は、 

会員となります。 

 

７．定  員 講義研修：120 名（先着順） 

        実習研修：1 回あたり約 60名（WEB研修を受講された方のみ受講可能） 

※集合研修の日程については、別紙 2の集合研修希望日を元に調整いたします。お 

1人様 1回のみのご参加になります。なお、参加希望日は、ご希望に添えない場 

合もございます。 

 

８．申込方法 ・別紙申込書に必要事項をご記入のうえＦＡＸにてお申し込みください。 

       ・申込書受付後、参加のご案内（振込み依頼票 兼 受講票）をＦＡＸにてお送りい

たします。内容をご確認のうえ、参加費を指定期日までにお振込みください。 

申込書をＦＡＸ送信後、3日（土日祝除く）経っても返信がない場合は、全日病 

事務局までお問い合わせください。 

 

９．申込期限 2022年 1月 21日（金） 

 

10．備  考 ・参加申込の際にお送りいただいた個人情報は適切に処理し、本研修の目的以外に

は使用いたしません。 

       ・新規の受講修了者には後日、AMAT 隊員登録証、AMAT ベスト、AMAT ヘルメットを

お送りいたします。 

 

【問合せ先】 

 公益社団法人 全日本病院協会(担当:向井・松村)    

〒101-8378 東京都千代田区神田猿楽町 2-8-8 住友不動産猿楽町ビル 7F 

 E-mail：kyuubou@ajha.or.jp 

mailto:kyuubou@ajha.or.jp


 

WEB 研修注意事項 

～研修受講前に 必ず ご確認ください～ 

①受講環境について 

 ・快適な視聴状況を保つため、インターネット接続は 有線 LANを推奨します。 

 ・通信容量に制限のある無線のモバイルルーター等で参加されると、環境によっては通信容量の 

上限を超え、音声の乱れ等で視聴やグループワークに支障をきたす恐れがあります。 

 

②必要な機材について 

 ・1名につき 1台の PCまたはタブレットをご用意ください。 

 ・WEBカメラ、マイク、スピーカー（ヘッドホン/イヤホン）をご用意ください。 

※PC等に内蔵されているものも使用可能です。 

 

③メールアドレスについて 

 ・ご登録のメールアドレスに、当日の研修用 URLやグループワーク資料を送付いたしますので、 

研修当日はご登録のメールアドレスを確認できるようにしておいてください。 

  ※受講場所でお送りしたメールを開くことができない場合、事務局までご連絡ください。 

（例：病院のアドレスを登録したが、研修当日は自宅で受講するため確認できない） 

 

④接続テストについて 

 ・上記①～②の受講環境に問題ないか、事前に接続テストを実施しております。 

希望される方は、当日受講する環境で接続してください。 

 ・接続テストの日程及び接続用 URLは 1月 21日頃に登録のメールアドレスに送付いたします。 

 

⑤注意事項 

 ・同じ部屋で複数の PCから参加する場合は、ハウリング防止のため必ずイヤホンをご使用ください。 

 ・1台の PC で複数人、参加する場合は、出欠を正しく把握するため事前に事務局にご連絡ください。 

 ・資料については、1月 21日を目途に郵送でお送りいたします。届いていない場合は、1月 31日までに 

ご連絡ください。 

 

 

 

WEB開催の参加に必要な受講環境チェックリスト 

①安定してインターネット接続ができる（有線LAN＆パソコン推奨）  

②カメラやマイクをONにできる環境で参加できる 

（Webカメラ、マイク、スピーカー（ヘッドホン/イヤホン）用意） 

 

③登録のメールアドレスを確認することができる  

別紙１ 

【研修当日連絡先】 

 公益社団法人 全日本病院協会(担当:向井・松村)    

  TEL:03-5283-7441  E-mail：kyuubou@ajha.or.jp 

 

↓チェック欄↓ 

tel:03-5283-7441
mailto:kyuubou@ajha.or.jp


 

2021 年度 AMAT 隊員養成研修 WEB 開催 参加申込書 

＜申込締切 2022 年 1 月 21 日（金）＞ 
 

 

●下記事項をご記入いただき、ＦＡＸにてお送りください。 

参加申込書受理後、ＦＡＸにて参加のご案内（振込み依頼票 兼 受講票）をお送りいたしますので、 

送付された案内をご確認のうえ、参加費を指定期日までにお振込ください。 

 

 【参加情報について】 
 

会員区分 □ 全日本病院協会   □ 日本医療法人協会   □ 日本病院会 （複数選択可） 

施設名 

※正式名称でご記入ください。 

 

住所 

（〒   －    ） 

 

TEL  FAX【必須】  

E-mail 

【必須】 

※研修 URL 等をご連絡する E-mail をご記入ください。 

 

受講分野 
□ トリアージ 

□ ロジスティクス 
新規・更新 

□ 新規受講 

□ 更新（AMAT隊員有資格者） 

受講者氏名  
受講者氏名 

フリガナ 
 

職種 

 □ 医師 

□ 救急救命士 

□ 薬剤師 

□ 看護師 

□ 臨床検査技師 

□  

□ 薬剤師 

□ その他

（         ） 
 

 

 【実習研修（WEB） 参加希望日について】 

※「実習研修」のご参加は、「講義研修（2月 4日）」受講済みの方に限ります。 

1回あたり 60 名程度で開催予定のため、以下日程よりご希望日に〇をご記入ください。 

お一人様 1回のみのご参加になります。 

なお、参加希望日は、ご希望に添えない場合もございます。 

実 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

実習研修 

希望日 

【必須】 

 ①2月 5日（土）10:00 ～ 16:45  

 ②2月 6日（日）10:00 ～ 16:45  

別紙２ 

【問合せ先】 

 公益社団法人 全日本病院協会(担当:向井・松村) E-mail：kyuubou@ajha.or.jp 

〒101-8378 東京都千代田区神田猿楽町 2-8-8 住友不動産猿楽町ビル 7F 

 

 

全日本病院協会行き（ＦＡＸ：０３－５２８３－７４４４） 
 

mailto:kyuubou@ajha.or.jp

