
第 4 回日本災害医療ロジスティクス研修 

受講に際しての注意事項 

 

１．開催日程 平成 28 年 8 月 24 日（水）～8 月 27 日（土） 4 日間 

 

２．開催場所 岩手医科大学災害時地域医療支援教育センター 他 

 

３．受講対象者 職種は問わない 

 

４．参加費  研修受講料：20,000 円（詳細は以下のとおり） 

 

５．研修日程 1 日目：8 月 24 日(水) 14:00～17:15：講義 

       2 日目：8 月 25 日(木) 9:00～17:30 ：実習、机上シミュレーション 

       3 日目：8 月 26 日(金) 8:30～ 終日 ：実践研修 

       4 日目：8 月 27 日(土) 12:30～15:30：反省会（パネルディスカッション形式） 

 

       ※終了時間は多少遅れる可能性がありますのでご了承ください。 

※詳細プログラムは別添「研修プログラム」をご参照ください。 

 

６．初日の受付 

13:50 までに受付を済ませ、下記集合場所にお越しください。 

 

７．集合場所、時間 

 岩手医科大学矢巾キャンパス （※複数キャンパスがあるためご注意ください） 

 1 日目：8 月 24 日(水) 大堀記念講堂【13:50 集合】 

       2 日目：8 月 25 日(木) 災害時地域医療支援教育センター【8:50 集合】 

       3 日目：8 月 26 日(金) 災害時地域医療支援教育センター【8:20 集合】 

       4 日目：8 月 27 日(土) 災害時地域医療支援教育センター【12:20 集合】 

 

８．昼食   8 月 25 日の昼食は、希望された方にのみ弁当を準備します(500 円)。 

不要で申し込みされている方で、必要となった方は 7 月 29 日までにメールでご連絡くだ

さい。弁当代は研修初日の受付時に徴収しますのでおつりのないようにお願いします。 

弁当を希望されない方は各自で準備願います。当日の弁当申込みは受け付けません。会

場から徒歩約 5 分の場所にコンビニはありますが、ランチョンセミナーを開催しますの

で持参するか弁当を注文していただくことをお勧めします。 

8 月 26 日および 27 日の昼食は、研修内で説明します。 

 



９．全体懇親会 

8 月 25 日研修終了後、下記のとおり希望者による懇親会を開催します。懇親会費は研修初日 

受付時に徴収しますので、おつりのないようお願いします。 

          日時：8 月 25 日（木）18 時 30 分から 

          会場：お箸屋 柚子（盛岡市菜園 1-8-15） 

                  会費：3,500 円 

   

１０．宿泊について 

    【8 月 24 日(水)、25 日（木）】 

送迎バスが盛岡駅西口からの発車となりますので、盛岡駅付近または盛岡市内での宿泊を

お勧めします（各自で確保願います）。 

【8 月 26 日(金)】 

実践研修で各自が派遣された場所での宿泊となります（派遣先等は研修内で発表）。下記

の 2 つの宿泊方法となります（派遣先施設との交渉次第≪研修の一環≫）。 

① テントを設営しての野営（晴天時） 

 ② 派遣先施設室内での宿泊（荒天時） 

      ※テントや寝袋などの最低限の資機材は、事務局で準備します。 

※研修派遣先では、１）アルコールの摂取は固く禁じます。２）火気厳禁。 

 

１１．送迎バスについて 

            有料（乗り放題 3,000 円）で送迎バスを準備いたします（事前申し込み必要）。 

不要で申し込みされている方で、必要となった方は、7 月 29 日までにメールでご連絡く

ださい（乗車定員の都合上、お断りする場合があります）。 

※盛岡駅西口⇔岩手医科大学災害時地域医療支援教育センター（乗車時間は約 30 分） 

※発車時刻は以下のとおりです。 

 

1 日目：8 月 24 日(水) 往路：盛岡駅西口  13:00 発車 

復路：災害センター 17:45 発車 

2 日目：8 月 25 日(木) 往路：盛岡駅西口  8:00 発車   

復路：災害センター 17:40 発車 

3 日目：8 月 26 日(金) 往路：盛岡駅西口  7:30 発車 

4 日目：8 月 27 日(土) 復路：災害センター 16:00 頃 発車 

 

※初日 8 月 24 日の往路は、盛岡駅西口バスターミナルに案内係りを配置しますので、指

示に従ってバスにご乗車願います。予約制ではありますが、定刻（13：00）になりまし

たら出発しますのでご利用になる方は遅れないようにご注意ください。 

※8 月 25 日復路の到着場所は、懇親会場付近となり盛岡駅までは行きません。 

 



１２．持参する物 

1) 災害派遣用ユニフォーム（災害派遣用のユニフォームを揃えていない場合には、動きやすい作

業着等の着用をお願いします。※ジャージ・ジーンズ不可。） 

2) 安全靴もしくはトレッキングシューズ等のしっかりした靴 

3) 手袋（テント設営や荷物運搬時の保護を目的としたもの。軍手など。） 

4) 水筒類（自分の飲み水用）※ペットボトル可 

5) 筆記用具（鉛筆、消しゴム、はさみを含む） 

6) ライト：なるべく小型軽量で明るいもの 

7) 宿泊アメニティーグッズ 

8) タオル 

9) 虫よけ対策用品 

10) パソコン：実践研修など記録やインターネットを使用しますので、可能な限りノートパソ

コンを持参ください。また、データ通信カード・WiFiルーター等を併せてご用意ください。

パソコンをお持ちいただけない場合でも受講申し込みは可能ですが数人で端末を共有し

ていただくことになります。 

11) 衛星電話：衛星電話をお持ちの施設の方はご持参ください。研修内で実際に使用するため、

通話料が発生します。予め各施設で使用の許可を得たうえでご持参ください。また、事前

に各施設にてバッテリーの充電と、通信のテストをお願いします。ご自身の勤務先の衛星

電話使用方法を習得するという意味でもご持参いただくことをお勧めします。衛星電話を

お持ちいただけない場合でも受講申し込みは可能ですが、数人で端末を共有していいただ

くことになります。 

12) 運転免許証：実践研修はレンタカーでの移動となります。事前の登録が必要となるため、

受講申し込みの時に併せて提出をお願います（提出方法は別紙を参照）。 

※上記持参する物(1)～(12)でご不明な点があればお問い合わせください。 

 

１３．服装  8月 24日および 25日は講義・実習・机上シミュレーションとなりますので私服で結構で

すが、動きやすい服装での参加をお願いします。 

8月 26日は実践研修のため、上記個人装備の持参をお願いします。 

       ※更衣室がありますので会場内で着替えることも可能です。 

 

１４．補償について 

       参加者に対する傷害保険は掛けておりませんので、各施設において職務としての参加

をお願いします。そうでない場合は、各自で傷害保険に加入することをお勧めします。

レンタカー運転中の事故などにより発生した損害に対する補償やトラブルに関しては、

レンタカー会社が加入する保険と各個人での対応となる場合がありますのでご了承く

ださい。 

 

 



１５．研修中のトラブルに関して 

        実践研修場所へ移動していただく途中に研修任務が発生することがありますが、交通

ルールを守った上での任務対応としてください。万が一事故などが発生した場合は、

人命救助を最優先とし適切な対応をお願いします。また、交通事故等トラブルが発生

した場合は、必ず運営事務局へ連絡してください。 

 

１６．マスコミ対応 

        研修会場にはマスコミが取材に入ることがあります。インタビューを受けた場合は、

研修の妨げにならない範囲で協力をお願いします。 

        不明な質問を受けた場合は、各会場のコントローラーまで申し出てください。 

 

１７．個人情報の保護について 

        参加申込書にご記入いただいた情報は、第 4 回日本災害医療ロジスティクス研修の実

施に際し、必要な連絡や参加者名簿・報告書を作成するための情報として利用し、そ

の他の目的には利用いたしません。また、研修会の風景を写真・動画撮影しますが大

学の刊行物およびＨＰ等に掲載するために利用し、その他の目的には利用しません。 

 

１８．その他 

        全日程参加で研修を修了したこととなります。特定日時のみの参加は受け付けており

ませんのでご了承ください。また帰路の時間などは余裕を持って調整いただきますよ

うお願いします。 

 

 

※最新情報を本研修サイトに随時更新しますので定期的にご確認願います。 

※その他、研修に関するご質問などは運営事務局までお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

～研修会場案内図～ 日本災害医療ロジスティクス研修運営事務局 

岩手医科大学災害時地域医療支援教育センター事務室 

担当：奥野・御堂地・伊藤 

〒028-3694 岩手県紫波郡矢巾町西徳田 2-1-1 

TEL ： 019-651-5111(内線 5576) 

e-mail ： saigai@j.iwate-med.ac.jp 

URL ： http://www.iwate-med.ac.jp/saigai/training/logistics/ 

mailto:saigai@j.iwate-med.ac.jp


             

 

  

 

※駐車場のご利用について 

矢巾キャンパス内に駐車場（無料）は用意していますが、駐車場内でのト

ラブルには研修運営事務局は責任を負いかねますのでご了承願います。 

矢巾キャンパス 


