
 

2022年度 支部事業計画書 

中国・四国支部 

支部長 志馬 伸朗 

1. 概要 

 

1） 2022年度の支部構成（役職、氏名） 

支部長 ： 志馬 伸朗 

支部運営委員 ： 以下の通り  

1. 小幡 賢吾（日本赤十字社岡山赤十字病院） 

2. 北別府 孝輔（倉敷中央病院集中治療センター） 

3. 黒田 泰弘（香川大学医学部・医学系研究科救急災害医学） 

4. 齊藤 洋司（島根大学医学部麻酔科学） 

5. 志馬 伸朗（広島大学医系科学研究科救急集中治療医学） 

6. 高崎 康史（愛媛大学医学部麻酔科蘇生科） 

7. 高山 綾（川崎医科大学附属病院 MEセンター） 

8. 名倉 弘哲（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科薬学系救急薬学講座） 

9. 西村 祐枝（岡山市立市民病院看護部） 

10. 松本 美志也（山口大学医学部麻酔科蘇生科） 

11. 南 ゆかり（鳥取大学医学部附属病院高次集中治療部） 

12. 森松 博史（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科麻酔・蘇生学講座） 

13. 河野 崇（高知大学医学部麻酔科学・集中治療医学講座） 

 

連絡協議会委員 ： 以下の通り  

1. 伊藤 辰哉（高松赤十字病院救急科） 

2. 伊藤 誠（山口赤十字病院麻酔科） 

3. 岩﨑 泰昌（呉医療センター救命救急センター） 

4. 太田 浩平（広島大学医系科学研究科救急集中治療医学） 

5. 大藤 純（徳島大学病院集中治療部） 

6. 岡 英男（山口県立総合医療センター麻酔科） 

7. 奥 格（日本赤十字社岡山赤十字病院麻酔科） 

8. 楠 真二（県立広島病院救急科） 

9. 黒田 泰弘（香川大学医学部・医学系研究科救急災害医学） 

10. 齊藤 洋司（島根大学医学部麻酔科学） 

11. 椎野 泰和（川崎医科大学救急医学） 

12. 清水 一好（岡山大学病院手術部） 

13. 志馬 伸朗（広島大学医系科学研究科救急集中治療医学） 



 

14. 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） 

15. 世良 昭彦（広島市立安佐市民病院集中治療部） 

16. 高崎 康史（愛媛大学医学部麻酔科蘇生科） 

17. 鷹取 誠（広島市民病院麻酔･集中治療科） 

18. 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） 

19. 戸田 雄一郎（川崎医科大学付属病院麻酔・集中治療科） 

20. 二階 哲朗（島根大学医学部附属病院集中治療部） 

21. 西山 謹吾（高知大学医学部附属病院災害・救急医療学講座） 

22. 橋本 圭司（松江赤十字病院集中治療科） 

23. 福岡 敏雄（倉敷中央病院総合診療科） 

24. 本間 正人（鳥取大学医学部救急・災害医学講座） 

25. 南 ゆかり（鳥取大学医学部医学科麻酔・集中治療医学分野） 

26. 松本 美志也（山口大学医学部麻酔科蘇生科） 

27. 森松 博史（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科麻酔・蘇生学講座） 

28. 矢野 雅起（愛媛県立中央病院麻酔科） 

29. 山下 幸一（高知赤十字病院麻酔科） 

30. 山下 茂樹（倉敷中央病院麻酔科） 

31. 山森 祐治（島根県立中央病院救命救急科） 

32. 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（岡山市立市民病院看護部） 

2. 服部 芳枝（岡山大学病院 ICU） 

3. 北別府孝輔（倉敷中央病院集中治療センター） 

4. 井上 和代（高知赤十字病院看護部） 

5. 永野 由紀（高知大学医学部附属病院看護部） 

6. 吉田 奈緒美（徳島大学病院 ICU） 

7. 石本 やえみ（広島市立広島市民病院集中治療部） 

8. 佐々 智宏（広島大学病院高度救命救急センター） 

9. 相楽 章江（山口大学医学部附属病院看護部） 

10. 高橋 健二（山口県立総合医療センター ICU） 

11. 西尾 万紀（島根県立中央病院集中治療部） 

 

 

名誉会員 ： 以下の通り 

1. 武下 浩（故） 



 

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. 又吉 康俊 

16. 宮内 善豊 

17. 森田 潔 

18. 片山 浩 

19. 時岡 宏明 

20. 横山 正尚 

 

2） 2021年度活動報告 

第 5回中国・四国支部運営委員会（Web会議）2021年 6月 25日（金） 

第 5回中国・四国支部連絡協議会（メール審議） 

第 5回中国・四国支部看護連絡協議会（メール審議） 

第 5回中国・四国支部学術集会（Web開催）2021年 1月 9日（土）～2月 7日（日） 

第 5回中国・四国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） 

中国・四国支部集中治療セミナーリフレッシャーセミナー（医師対象セミナー）： 

検討中 

中国・四国支部集中治療セミナーケアセミナー（看護師・理学療法士対象セミナー）：検討

中 

 

3） 2022年度活動計画 

第 6回中国・四国支部運営委員会 

第 6回中国・四国支部連絡協議会 

第 6回中国・四国支部看護連絡協議会 

第 6回中国・四国支部学術集会 



 

第 6回中国・四国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） 

中国・四国支部集中治療セミナーリフレッシャーセミナー 

中国・四国支部集中治療セミナーケアセミナー 

 

2. 具体的な活動計画 

1）支部学術集会の開催  

名  称： 第 6回日本集中治療医学会中国・四国支部学術集会 

会  長： 森松博史（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科麻酔・蘇生学講座）                                  

日  時： 2022年 7月 30日（土） 

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： 約 400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： 未定 

目  的： 支部を円滑に運営するため 

出席者数： 13名+若干名 

 

名  称： 中国・四国支部連絡協議会                               

日  時： 未定 

目  的： 支部を円滑に運営するため 

出席者数： 35名+若干名 

 

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

日  時： 未定 

目  的： 支部を円滑に運営するため 

出席者数： 11名 

 

3）支部セミナーの開催 

名   称： 中国・四国支部集中治療部セミナー（リフレッシャーセミナー） 

目   的： 支部会員の知識向上とブラッシュアップに資する 

出 席 者 数： 医師 100名  

 

名   称： 中国・四国支部集中治療部セミナー（多職種連携セミナー） 

目   的： 支部会員の知識向上とブラッシュアップに資する 



 

出 席 者 数： 看護師・理学療法士・臨床工学技士・薬剤師 30名  

 

4）次年度以降の支部学術集会予定 

名  称： 第 7回日本集中治療医学会中国・四国支部学術集会 

会  長： 西村祐枝（岡山市立市民病院 看護部）  

副 会 長： 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： 未定 

 

名  称： 第 8回日本集中治療医学会中国・四国支部学術集会 

会  長： 志馬伸朗（広島大学大学院 医系科学研究科 救急集中治療医学）                    

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： 未定 

 

 

3. 支部予算案 

総額 10,261,000円  

 

事業 1. 第 6回日本集中治療医学会中国・四国支部学術集会 

事業の内容 支部学術集会の運営 

発注業者 株式会社キョードープラス 

予算額 

（費用額） 

      8,371,000円 

＊別紙事業別予算書の提出をお願いします。 

 

事業 2. 中国・四国支部集中治療セミナー(リフレッシャーセミナー) 

事業の内容 集中治療に関わる医師に向けたリフレッシャーセミナーの開催を行

う。集中治療に関する最近の知見を含めた講義形式のセミナーを展開

する予定である。 

本セミナーは、出席と最初から最後まで聴講することを条件に、日本

集中治療医学会専門医の単位となる。 

発注業者 株式会社キョードープラス 



 

予算額 

（費用額） 

      1,800,000円 

＊別紙事業別予算書の提出をお願いします 

 

事業 3. 中国・四国支部集中治療セミナー(ケアセミナー) 

事業の内容 集中治療に関わる看護師・理学療法士・臨床工学技士・薬剤師に向け

たセミナーの開催を行う。「専門職のプロフェッショナルを患者ケア

に活かす」重症患者の状態を多職種で把握して意見交換できるスキル

を獲得することで、リハビリや人工呼吸器管理に役立てるためのシナ

リオを用いたシミュレーション教育を行うセミナーを展開する予定で

ある。 

発注業者 株式会社キョードープラス 

予算額 

（費用額） 

      90,000円 

＊別紙事業別予算書の提出をお願いします 

 

以上 


