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2021 年度 第 1 回 災害時の病院管理者等の役割研修(WEB)開催案内 

 

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上げます。 

大規模災害等発生時には、病院に様々な役割が求められます。患者、職員の安全確保と新

たな負傷者を受入れるための病院機能の維持、活動場所の確保などです。 

今回、本研修においては、病院管理者等の取るべき処置、役割等の留意点のご説明と、発災

を想定したシミュレーションを実施する予定です。更には、当協会の「ＡＭＡＴ(災害時医療

支援活動班)」の受入対応を想定した講義も予定しております。 

災害時の医療は平常時とは異なります。実際の災害に対応するためには、平時からの準備

と繰り返しの実訓練を通した継続的な改善活動が重要です。 

皆様方におかれましては、本研修に是非ともご参加いただき来るべき災害に備えていただ

きたくご案内申し上げます。 

なお、本研修は当協会が認定する「AMAT 隊員更新 ※注」のための研修（2 単位）に該当

いたします。本研修にされた方には単位を追加いたします。間もなく更新時期を迎える AMAT

隊員の方におかれましては、十分ご留意下さいますようお願い申し上げます。 

 

※注 【AMAT隊員 資格更新の概要】詳細は 当協会 HPをご参照ください。 

・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。資格更新については 

認定期間内に当協会が指定する防災訓練、研修会等に参加し 5単位以上を履修した 

方には新たに隊員登録証を継続発行いたします。 

・資格更新要件の連絡が遅れたため、2018 年度～2020 年度にて認定期間が切れる方に 

ついては 2021年度までの猶予期間（2022 年 3月 31日まで）を設けております。 

 

記 

 

１．主  催 全日本病院協会 

２．日  時 2021年 10月 5日（火）13：00～17：00  

３．参 加 費 会 員  7,700円（税抜： 7,000円） 

非会員 11,000円（税抜：10,000円） 

４．受講方法 Zoomを用いた WEB 

※注 当協会会議室での受講はできません。2021年 9月頃、メールにて Zoom 

https://www.ajha.or.jp/hms/amat/pdf/180424a.pdf
https://www.ajha.or.jp/hms/amat/pdf/180424a.pdf


での参加に必要な URL等を送付いたします。 

５．受講環境 Zoomへの参加にはインターネット環境が必須になります。 

       ※注 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。 

       ※注 通信容量に制限のある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、接続速度等に制限がかかる恐れが 

あります。 

       ●1名につき 1台の PC等通信端末ご用意ください。 

       ※注 複数名がご所属の病院等同じ部屋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。 

       ◆使用予定の通信端末・インターネット環境に問題がないか、事前に接続テ

ストをいたします。 

       ◆当日、セミナーにご参加できない場合は、必ず下記研修担当者までメール 

にてご連絡ください。ご連絡がない場合は、自己都合による欠席として扱 

います。 

５．プログラム（予定） 

  講師：布施 明 （日本医科大学 医学部 救急医学 教授） 

安倍 晋也（医療法人社団誠馨会 新東京病院 救急科部長） 

No. 時間 内容 

1 13:00～13:05 （5分） 開会挨拶 

2 13:05～13:35 （30分） 災害概論と AMATの役割 

3 13:35～13:40 （5分） 休憩 

4 13:40～14:20 （40分） 
実習 AMAT管理者シミュレーション その 1 

（設問 1） 

5 14:20～14:30 （10分） 休憩 

6 14:30～15:10 （40分） AMAT 活動の実際 

7 15:10～15:25 （15分） 災害時の情報伝達について 

8 15:25～15:35 （10分） 休憩 

9 15:35～16:55 （80分） 
実習 AMAT管理者シミュレーション その 2 

   （設問 2・3） 

10 16:55～17:00 （5分） 総評 

 

６．受講対象 ①病院管理者等（院長、副院長、各診療科部長、診療協力部門部長、法人・ 

経営本部部長、事務長） 

②医療関連企業、地方公共団体にお勤めの方 

③ＡＭＡＴ隊員(本研修に参加された方には更新のための単位を追加します) 

７．定  員 60名（先着順） 

 

８．申込方法 ①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。 

       ②申込書受付後、事務局より参加費お振込み依頼を FAX にてご送付いたしま



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。 

FAXにて申込書を送信後、5日（土日祝除く）たっても返信がない場合は、 

全日病事務局までお電話にてご連絡ください。 

９．申込締切日 2021年 9月 17日（金）（定員に達し次第、締切となります） 

10．取り消し等 登録情報や参加者の変更、キャンセルにつきましては、下記お問い合わせ 

のメールアドレスまでご連絡ください。 

        ※注 ご入金後の参加費返金はいたしませんのでご了承ください。 

           欠席の場合は講習会資料の発送をもって代えさせていただきます。 

11．その他   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。 

 

 

 

問合先：(公社)全日本病院協会事務局（担当：向井・吉田・中込） 

〒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 

kyuubou@ajha.or.jp 



FAX 番号：03-5283-7444（申込締切日：2021 年 9 月 17 日） 

 

  
 

※楷書にて正確にご記入のうえ、FAX にてお申し込みください。 

施設名 
 

住所 
〒   － 

 

TEL  FAX 
（参加費お振込みに関する書類送付用） 
 

【必須】 
E-mail 

（資料・研修 URL 等送付用） 
 

参加者 

氏名 

（フリガナ） 

 
AMAT 

隊員 

(該当者のみ、チェック

してください) 

□養成研修修了済 
 

年齢 
 

職種  所属部署 

・役職 
 

【必須】 
Zoom 

使用経験 

（いずれかにチェックしてください） 

□使用なし・不慣れ 

□使用あり（閲覧のみ） 

□使用あり（会議主催等経験あり、 

使用しながら、Word 編集できる） 

【必須】 
WEB 研修 

参加経験 

（いずれかにチェックしてください） 

□経験なし 

□経験あり（講義形式の視聴のみ） 

□経験あり（グループワーク形式） 

【必須】WEB開催のセミナー参加に必要な受講環境チェックリスト 
本セミナーはWEBにより実施いたします。ご参加にあたりましては、以下の受講環境を必ずご確認のうえ、下欄全

ての項目にチェック✓を入れてください。 

安定してインターネット接続ができる（有線LAN推奨） 
＊長時間の接続になりますので、無線接続の場合は、容量制限がない環境でのご参加をお勧めいたします。 

 

ビデオやマイクをONにできる環境で参加できる 

＊セミナー中に双方向のディスカッションがございます。発言ができるような環境でご参加ください。 

＊院内で複数名参加の場合、ハウリング防止のため、イヤホンを必ずご使用、もしくは別々の部屋からご参加ください。 

 

必要機材 

パソコン（推奨）またはタブレット 
＊スマートフォンは、推奨いたしません。一人１台ご用意ください。 

 

Webカメラ、マイク、スピーカー（ヘッドホン/イヤホン） 
＊ノートパソコン付属のもので可、ビデオ・マイクの機能をONにするため、必要になります。 

 

 

 

【連絡事項】 
①講習会申込者の個人情報は、本研修会の実施に関する目的にのみ使用いたします。 

②申込書受付後、事務局より「確認書・参加費お振込みのご案内」をＦＡＸにてご送付いたしますので、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。申込書のＦＡＸ送信後、5 日（土日祝除く）たっ

ても返信がない場合は、全日病事務局までお電話にてご連絡ください。 

 

 

 

2021年度 第1回 災害時の病院管理者等の役割研修 
2021 年 10 月 5 日（火） 

【申込書送付先・問合先】 
公益社団法人 全日本病院協会 事務局（向井・吉田・中込） 

〒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 

FAX：０３－５２８３－７４４４  E-mail：kyuubou@ajha.or.jp 

 

↓チェック欄↓ 

mailto:kyuubou@ajha.or.jp

