
2017 年度 支部事業計画書 

                             中国・四国支部 

支部長 森松 博史 

1. 概要 

 

1） 2017 年度の支部構成（役職、氏名） 

支部長 ： 森松 博史 

支部運営委員 ： 以下の通り 

1. 小幡 堅吾（総合病院岡山赤十字病院） 

2. 片山 浩（川崎医科大学附属川崎病院） 

3. 黒田 泰弘（香川大学医学部救急災害医学） 

4. 齊藤 洋司（島根大学医学部） 

5. 志馬 伸朗（広島大学大学院医歯薬保健学研究院） 

6. 高山 綾（川崎医科大学附属病院） 

7. 土手 健太郎（愛媛大学医学部附属病院） 

8. 永野 由紀（高知大学医学部附属病院） 

9. 名倉 弘哲（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科） 

10. 西村 匡司（徳島大学大学院救急集中治療医学） 

11. 西村 祐枝（川崎医療福祉大学） 

12. 松本 美志也（山口大学大学院医学系研究科） 

13. 南 ゆかり（鳥取大学医学部） 

14. 森松 博史（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科） 

15. 横山 正尚（高知大学教育研究部医療学系医学部門） 

名誉会員 ： 以下の通り 

1. 武下 浩 

2. 小坂 二度見（故） 

3. 盛生 倫夫 

4. 齋藤 隆雄 

5. 高折 益彦 

6. 佐藤 暢 

7. 伊澤 寛（故） 

8. 小坂 義弘 

9. 平川 方久（故） 

10. 新井 達潤 

11. 坂部 武史 

12. 弓削 孟文 



13. 多田 恵一 

14. 前川 剛志 

15. 森田 潔 

連絡協議会メンバー ： 以下の通り 

1. 黒田 泰弘（香川大学医学部附属病院救命救急センター） 

2. 相引 眞幸（愛媛大学大学院医学研究科救急侵襲制御医学分野） 

3. 伊藤 辰哉（高松赤十字病院救急科） 

4. 伊藤 誠（山口県立総合医療センター麻酔科） 

5. 稲垣 喜三（鳥取大学医学部器官制御外科学麻酔・集中治療医学） 

6. 岡 英男（山口赤十字病院麻酔科） 

7. 片山 浩（川崎医科大学麻酔・集中治療医学 3） 

8. 加藤 道久（徳島赤十字病院麻酔科） 

9. 河本 昌志（広島大学大学院医歯薬保健学研究院麻酔蘇生学） 

10. 北浦 道夫（香川労災病院麻酔科・集中治療部） 

11. 齊藤 洋司（島根大学医学部麻酔学教室） 

12. 佐藤 圭路（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科救急医学） 

13. 椎野 泰和（川崎医科大学救急医学） 

14. 清水 一好（岡山大学病院手術部） 

15. 白神 豪太郎（香川大学医学部附属病院麻酔・ペインクリニック科集中治

療部） 

16. 世良 昭彦（広島市立安佐市民病院集中治療部） 

17. 高崎 康史（愛媛大学医学部麻酔科蘇生科） 

18. 鷹取 誠（広島市民病院麻酔･集中治療科） 

19. 津野 信輔（松山市民病院麻酔科） 

20. 鶴田 良介（山口大学医学部附属病院先進救急医療センター） 

21. 時岡 宏明（岡山赤十字病院麻酔科） 

22. 土手 健太郎（愛媛大学医学部附属病院集中治療部） 

23. 長野 修（高知大学災害・救急医療学） 

24. 西村 匡司（徳島大学大学院救急集中治療医学） 

25. 西山 謹吾（高知赤十字病院救命救急センタ－） 

26. 橋本 圭司（松江赤十字病院集中治療科） 

27. 福岡 敏雄（倉敷中央病院総合診療科） 

28. 本間 正人（鳥取大学医学部救急・災害医学講座） 

29. 南 ゆかり（鳥取大学附属病院高次集中治療部） 

30. 松下 幹晴（三豊総合病院麻酔科） 

31. 松本 美志也（山口大学大学院医学系研究科麻酔・蘇生・疼痛管理学） 



32. 宮庄 浩司（福山市民病院救命救急センター） 

33. 森松 博史（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科麻酔・蘇生学） 

34. 森本 直樹（津山中央病院救急部） 

35. 山下 幸一（高知大学教育研究部医療学系医学部門麻酔科学・集中治療医

学講座） 

36. 山下 茂樹（倉敷中央病院麻酔科） 

37. 山野上 敬夫（県立広島病院救命救急センター） 

38. 山森 祐治（島根県立中央病院救命救急科） 

39. 横山 正尚（高知大学教育研究部医療学系医学部門麻酔科学・集中治療医

学講座） 

40. 若松 弘也（山口大学医学部附属病院集中治療部） 

 

看護連絡協議会メンバー： 

1. 西村 祐枝（川崎医療福祉大学 医療福祉学部保健看護学科） 

2. 難波 由美子（岡山大学病院 高度救命救急センター） 

3. 岡田 真理子（松山赤十字病院 37 病棟（ICU）） 

4. 粂橋 美帆（香川大学医学部附属病院 救命・救急センター） 

5. 井上 和代（高知赤十字病院看護部） 

6. 永野 由紀（高知大学医学部附属病院 集中治療部） 

7. 湯原 幸子（松江赤十字病院 ICU・CCU） 

8. 中野 あけみ（徳島大学病院 集学治療病棟（ICU/HCU）） 

9. 前田 仁美（鳥取県立厚生病院 集中治療室） 

10. 石本 やえみ（広島市立広島市民病院 集中治療部） 

11. 佐々 智宏（広島大学病院 高度救命救急センター） 

12. 相楽 章江（山口大学医学部附属病院 看護部） 

13. 高橋 健二（山口県立総合医療センター ICU） 

 

2） 2016 年度活動報告 

第 33 回日本集中治療医学会中国四国地方会の開催 

日本集中治療医学会中国四国地方会評議員会の開催 

日本集中治療医学会中国四国地方会看護委員会の開催 

日本集中治療医学会中国四国地方会臨時評議員会の開催 

日本集中治療医学会中国・四国支部学術集会運営準備委員会の開催 

日本集中治療医学会中国四国地方会看護部会第 1 回臨時会の開催 

日本集中治療医学会中国四国地方会看護部会第 2 回臨時会の開催 

 



3） 2017 年度活動計画 

支部運営委員会、支部連絡協議会および看護連絡協議会の開催 

第 1 回支部学術集会（旧第 26 回地方会学術集会）の開催 

 

第 1 回支部学術集会優秀演題賞＆奨励賞の選考（使途指定寄附より支出） 

脳神経 handson セミナー、支部会セミナー 

 

2. 具体的な活動計画 

 

1）支部学術集会の開催 

名称 ： 第 1 回日本集中治療医学会中国四国支部学術集会 

会長 ： 黒田 泰弘（香川大学医学部救急災害医学）                               

日時 ： 2017 年 2 月 18 日（土） 

開催場所 ： サンポートホール高松（高松シンボルタワー内） 

目的 ： 集中治療領域における研究発表の場の提供 

出席者数 ： 500 名 

 

2）支部運営委員会ならびに支部連絡協議会の開催 

名称 ： 中国・四国支部運営委員会                                

日時 ： 2017 年 2 月 17 日（金） 

開催場所 ： サンポートホール高松（高松シンボルタワー内） 

目的 ： 支部を円滑に運営するため 

出席者数 ： 15 名+若干名 

 

名称 ： 中国・四国支部連絡協議会                                

日時 ： 2017 年 2 月 17 日（金） 

開催場所 ： サンポートホール高松（高松シンボルタワー内） 

目的 ： 支部を円滑に運営するため 

出席者数 ： 41 名+若干名 

 

名称 ： 中国・四国支部看護連絡協議会                                

日時 ： 2017 年 2 月 18 日（土） 

開催場所 ： サンポートホール高松（高松シンボルタワー内） 

目的 ： 支部を円滑に運営するため 

出席者数 ： 15 名+若干名 

 



3）支部セミナーの開催 

名称 ： 脳神経 handson セミナー 

実務責任者 ： 黒田 泰弘 

日時 ： 2017年 2月 17日（金） 

開催場所 ： サンポートホール高松（高松シンボルタワー内） 

目的 ： 集中治療後期研修医、若手集中治療医、集中治療に従事する看護師等が実際の

診療・看護に役立てる内容で、脳神経集中治療に必要なベッドサイドにおける神経所見の

診かたや神経モニタリングとその評価法を個別に実技指導し、実際の診療・看護に役立つ

スキルと知識を習得する。 

出席者数 ： 30名 

 

名称 ： 支部会セミナー 

実務責任者 ： 黒田 泰弘 

日時 ： 2017 年 2 月 19 日（日） 

開催場所 ： サンポートホール高松（高松シンボルタワー内） 

目的 ： 専門医前段階の医師の基礎知識の習得、専門医になってある程度経過した医師に対

する生涯教育および集中治療における標準治療、実際の治療手技、新しい知識等を習得する。 

出席者数 ： 100 名 

 

4）次年度以降の支部学術集会予定 

名称 ： 第 2 回日本集中治療医学会中国・四国支部学術集会 

会長 ： 片山 浩（川崎医科大学麻酔・集中治療医学 3）                               

日時 ： 2018 年 1 月 27 日（土）予定 

開催場所 ： 岡山コンベンションセンター 

目的 ： 集中治療領域における研究発表の場の提供 

出席者数 ： 500 名 

 

名称 ： 第 3 回日本集中治療医学会中国・四国支部学術集会 

会長 ： 齊藤 洋司（島根大学医学部麻酔学教室）                               

日時 ： 2019 年 月 日（ ）～ 日（ ） 

開催場所 ：  

目的 ： 集中治療領域における研究発表の場の提供 

出席者数 ： 500 名 

 

 

 


