
 

2018年度 支部事業計画書 

                         九州支部 

支部長 西上 和宏 

1. 概要 

 

1） 2018年度の支部構成（役職、氏名） 

支部長 西上 和宏（医療法人博光会 御幸病院 LTAC心不全センター） 

 

支部運営委員  

1. 石倉宏恭（福岡大学医学部救命救急医学講座） 

2. 入江利行（一般社団法人平成紫川会 小倉記念病院 薬剤部） 

3. 垣花泰之（鹿児島大学医学部･歯学部附属病院 集中治療部） 

4. 蒲地正幸（産業医科大学病院 救急・集中治療部） 

5. 北野敬明（大分大学医学部 麻酔科学講座） 

6. 久木田一朗（琉球大学大学院医学研究科/医学科救急医学講座） 

7. 神津玲（長崎大学病院リハビリテーション部） 

8. 坂口嘉郎（佐賀大学医学部麻酔・蘇生学講座） 

9. 坂本美賀子（済生会熊本病院 脳卒中センター） 

10. 恒吉勇男（宮崎大学医学部 麻酔生体管理学） 

11. 中嶋辰徳（大分大学医学部附属病院 ME機器センター） 

12. 西上和宏（医療法人博光会 御幸病院 LTAC心不全センター） 

13. 原哲也（長崎大学医学部 麻酔科学教室） 

14. 蒲原英伸（熊本大学医学部附属病院 侵襲制御部） 

 

 

名誉会員   

1. 有村敏明（鹿児島市医師会病院） 

2. 伊波寛（中部徳洲会病院） 

3. 岡松秀一（医療法人博愛会京都病院） 

4. 岡元和文（丸子中央病院） 

5. 奥田佳朗 

6. 加納龍彦 

7. 後藤裕（故） 

8. 坂本照夫（大分大学医学部附属病院） 

9. 重松昭生（社会医療法人北九州病院） 

10. 高崎眞弓（宮崎大学医学部麻酔科） 



 

11. 高橋成輔（医療法人相生会） 

12. 田中経一（福岡大学医学部） 

13. 谷山卓郎（九州大学病院） 

14. 檀健二郎（故） 

15. 野口隆之（故） 

16. 十時忠秀（学校法人福岡女学院） 

17. 長谷場純敬（日本赤十字社長崎原爆病院） 

18. 早崎和也（故） 

19. 早野良生 

20. 福崎誠(長崎労災病院) 

21. 本田喬（竜山内科リハビリテーション病院） 

22. 本多夏生（故） 

23. 無敵剛介 

24. 森岡亨（故） 

25. 吉武潤一（故） 

26. 吉村望(植村病院) 

27. 矢埜正実（国家公務員共済組合連合会新別府病院） 

 

支部学術集会会長諮問委員  

1. 押川麻美（福岡大学病院） 

2. 海塚安郎（製鉄記念八幡病院） 

3. 垣花学（琉球大学医学部附属病院） 

4. 笠岡俊志 （熊本大学医学部附属病院救急部） 

5. 上村裕一（鹿児島大学大学院） 

6. 菊田浩一（新別府病院） 

7. 後藤孝治（大分大学医学部附属病院） 

8. 阪本雄一郎（佐賀大学医学部附属病院） 

9. 杉森宏（佐賀県医療センター 好生館） 

10. 高須修（久留米大学医学部 救急医学講座） 

11. 高橋毅（国立病院機構 熊本医療センター） 

12. 寺尾嘉彰（長崎労災病院） 

13. 中尾浩一（済生会熊本病院） 

14. 中村利秋（長崎労災病院） 

15. 新山修平（久留米大学病院） 

16. 西田武司（福岡大学病院） 

17. 濱川俊朗（潤和会記念病院） 



 

18. 原田正公（国立病院機構 熊本医療センター） 

19. 日浅謙一（九州大学病院） 

20. 渕上竜也（琉球大学医学部附属病院） 

21. 前原潤一（済生会熊本病院） 

22. 槇田徹次（佐世保市総合医療センター） 

23. 真弓俊彦（産業医科大学） 

24. 吉里孝子（熊本大学医学部附属病院） 

25. 依光たみ枝（沖縄県立八重山病院） 

 

2） 2017年度活動報告 

第 1回支部運営委員会の開催             日時：2017年 5月 13日（土） 

開催場所：長崎ブリックホール 

第 1回支部会長諮問学術集会委員会の開催 日時：2017年 5月 13日（土） 

開催場所：長崎ブリックホール 

第 1回支部学術集会の開催               日時：2017年 5月 13日（土） 

開催場所：長崎ブリックホール 

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） 

 

3） 2019年度活動計画 

第 2回支部運営委員会の開催             

第 2回支部会長諮問学術集会委員会の開催  

第 2回支部学術集会の開催        

第 2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）    

 

2. 具体的な活動計画 

 

1）支部学術集会の開催 

名称 ： 第 2回日本集中治療医学会九州支部学術集会 

会長 ： 坂口 嘉郎（佐賀大学医学部麻酔・蘇生学講座）                              

日時 ： 2018年 7月 7日（土） 

開催場所 ： アバンセ（佐賀市天神 3-2-11） 

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 ： 350名 

 

 

 



 

2）支部運営委員会ならびに支部連絡協議会の開催 

支部運営委員会の開催 

名称 ： 第 2回支部運営委員会                                

日時 ： 2018年 7月 7日（土） 

開催場所 ： アバンセ（佐賀市天神 3-2-11） 

目的 ： 支部を円滑に運営するため 

出席者数 ： 15名+若干名 

 

支部学術集会会長諮問委員会の開催 

名称 ： 第 2回九州支部学術集会会長諮問委員会                                

日時 ： 2018年 7月 7日（土） 

開催場所 ： アバンセ（佐賀市天神 3-2-11） 

目的 ： 支部を円滑に運営するため 

出席者数 ： 26名 

 

3）支部セミナーの開催 

開催予定なし 

 

4）次年度以降の支部学術集会予定 

名称 ： 第 3回日本集中治療医学会九州支部学術集会 

会長 ： 蒲原英伸（熊本大学医学部附属病院 侵襲制御部）                             

日時 ： 未定 

開催場所 ： 未定 

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 ： 350名 

 

名称 ： 第 4回日本集中治療医学会九州支部学術集会 

会長 ： 北野敬明   (大分大学 医学部 麻酔科学講座)                             

日時 ： 未定 

開催場所 ： 未定 

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 ： 350名 

 

 

 


