
 

 

2023 年度 支部事業計画書 

北海道支部 

支部長 成松 英智 

1. 概要 

1） 2023 年度の支部構成（役職、氏名） 

支部長 ： 成松 英智 

会 長 ： 成松 英智 

 

支部運営委員 ： 以下の通り（五十音順） 

1. 小北 直宏（旭川医科大学 救急医学講座 准教授） 

2. 小林  巌（旭川赤十字病院 救命救急センター センター長） 

3. 宗万 孝次（旭川医科大学病院 臨床工学技術部門 部門長） 

4. 巽  博臣（札幌医科大学医学部 集中治療医学 准教授） 

5. 成松 英智（札幌医科大学 医学部 救急医学講座 教授） 

6. 早川 峰司（北海道大学病院  救急科 准教授） 

7. 升田 好樹（札幌医科大学医学部 集中治療医学 教授） 

8. 森本 裕二（北海道大学 麻酔・周術期医学分野 教授） 

9. 石川 幸司（北海道科学大学 保健医療学部 看護学科 准教授） 

10. 神田 直樹 （北海道医療大学看護福祉学部看護学科 成人看護学講座 講師） 

11. 山下 康次（市立函館病院 リハビリ技術科） 

 

連絡協議会委員 ： 以下の通り（五十音順） 

1. 荒川 穣二（北見日赤病院 副院長） 

2. 石郷 友之（札幌医科大学附属病院薬剤部） 

3. 石谷 利光（平成会病院 副院長） 

4. 上村 修二（札幌医科大学  医学部  救急医学講座 講師） 

5. 植村   進（日鋼記念病院 臨床工学室 技士長） 

6. 卯野木 健（札幌市立大学看護学部 成人看護学領域 教授） 

7. 太田  稔（北海道大学病院  ME 機器管理センター 副部長） 

8. 大宮 裕樹 （KKR 札幌医療センター 診療技術部門 臨床工学科 科長） 

9. 葛西 陽子（手稲渓仁会病院  看護部 副看護部長） 

10. 数馬  聡（札幌医科大学附属病院 集中治療部） 

11. 黒田 浩光（札幌医科大学  医学部 集中治療医学 助教） 

12. 斉藤 仁志（北海道大学 麻酔・周術期分野 講師） 

13. 提嶋 久子（市立札幌病院 救命救急センター） 

14. 佐藤 朝之（市立札幌病院 臨床研修センター/総合臨床センター 部長） 

15. 佐藤 智洋（北海道医療センター救急科） 

16. 佐土根 岳（手稲渓仁会病院  看護部） 

17. 陶山 真一（旭川赤十字病院  診療技術部第一臨床工学部門） 

18. 高橋 正浩（市立札幌病院 リハビリテーション科） 



 

 

19. 田口  大（勤医協中央病院 救急科部長） 

20. 武山 佳洋（市立函館病院 救命救急センター長） 

21. 千原 伸也（日本医療大学 月寒本キャンパス 保険医療学部 臨床工学科） 

22. 辻口 直紀（市立函館病院 麻酔科） 

23. 原田 敬介（札幌医科大学医学部 救急医学講座） 

24. 原田 智昭（市立釧路総合病院 臨床工学科） 

25. 春名 純平（札幌医科大学附属病院  看護部） 

26. 文屋 尚史（札幌医科大学医学部  救急医学講座 助教） 

27. 松田  知倫（市立札幌病院 臨床研修センター） 

28. 宮城島沙織（札幌医科大学附属病院  リハビリテーション部） 

29. 山蔭 道明（札幌医科大学医学部 麻酔科学講座 教授） 

30. 山田  和範（中村記念病院 薬剤部） 

31. 山根 真央（小樽病院麻酔科） 

32. 山本  修司（帯広厚生病院 麻酔科 救命救急センター兼主任部長） 

 

名誉会員 ： 以下の通り（五十音順） 

1. 浅井 康文（函館新都市病院 名誉院長） 

2. 一瀬 廣道（小笠原記念札幌病院 麻酔科） 

3. 岩崎  寛（札幌禎心会病院 緩和ケアチーム長） 

4. 川上 敏晃 

5. 丸藤  哲（医療法人徳洲会 札幌徳洲会病院救急科顧問兼侵襲制御            

        救急センター長） 

6. 小松 作蔵（故） 

7. 櫻谷 憲彦（渓仁会円山クリニック） 

8. 手戸 一郎 

9. 柴田  淳一 

10. 高岡 勇子（小樽協会病院 看護部） 

11. 並木 昭義（小樽市立病院 病院局長） 

12. 住田 臣造（小樽協会病院 総合内科） 

 

2）2022 年度活動報告 

第 6回支部運営委員会の開催  (第 1回)日時：2022年 8月 8日（月） 

開催形式：Web開催 

(第 2回)日時：2022年 10月 29日（土） 

開催場所：旭川市大雪クリスタルホール 

第 6回支部連絡協議会の開催  日時：2022年 10月 29日（土） 

開催場所：旭川市大雪クリスタルホール 

第 6回支部学術集会の開催  日時：2022年 10月 29日（土） 

開催場所： 旭川市大雪クリスタルホール 

第 6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） 



 

 

看護師セミナー:中止 

臨床工学技士セミナー：中止 

 

3）2023 年度活動計画 

第 7回支部運営委員会の開催  日時：2023年 10月 14日（土） 

開催場所：ホテルライフォート札幌 

第 7回支部連絡協議会の開催  日時：2023年 10月 14日（土） 

開催場所：ホテルライフォート札幌 

第 7回支部学術集会の開催  日時：2023年 10月 14日（土） 

開催場所：ホテルライフォート札幌 

第 7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） 

看護セミナー 

 

2. 具体的な活動計画 

1）支部学術集会の開催 

 名  称： 日本集中治療医学会第 7 回北海道支部学術集会 

 会  長： 成松 英智（札幌医科大学医学部救急医学講座） 

 日  時： 2023 年 10 月 14 日（土） 

 開催場所： ホテルライフォート札幌 

 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 

 

2）支部運営委員会ならびに支部連絡協議委員会の開催 

 名  称： 北海道支部運営委員会・連絡協議委員会 

 日  時： 2023 年 10 月 14 日（土） 

 開催場所： ホテルライフォート札幌 

 目  的： 支部を円滑に運営するため 

 出席者数： 14 名(支部運営委員) + 33 名（支部連絡協議委員） 

 

3）支部セミナーの開催 

 名  称： 看護セミナー 

 日  時： 未定 

 開催場所： 未定 

 目  的： 北海道における集中治療医学の啓蒙と活性化 

 出席者数： 100 名  

  

4）次年度以降の支部学術集会開催予定 

第 8 回北海道支部学術集会 

会長 山本  修司（帯広厚生病院麻酔科）  

日時 未定（2024 年） 



 

 

場所 未定 

 

第 9 回北海道支部学術集会 

会長 田口 大（勤医協中央病院）  

日時 未定（2025 年） 

場所 未定 

 

3. 支部予算案 

 

総額 4,250,000 円   

 

事業 1. 日本集中治療医学会第 7回北海道支部学術集会 

事業の内容 支部学術集会の運営 

 

発注業者 株式会社シーエーブイ 

予算額 

（費用額 

     3,900,000円  

＊別紙事業別予算書の提出をお願いします。 

 

事業 2. 看護セミナー 

事業の内容 集中治療領域における看護教育 

 

 

発注業者 

 

 

予算額 

（費用額） 

       350,000 円 

＊別紙事業別予算書の提出をお願いします。 

 

以上 


