
 

 

2022年度 支部事業計画書        

 東海北陸支部 

支部長 谷口 巧 

 

1. 概要 

1） 2022年度の支部構成（役職、氏名） 

支部長 ： 谷口 巧 

支部運営委員 ： 以下の通り 

1. 赤松 繁（中濃厚生病院副院長兼救急部集中治療部長） 

2. 今井 寛（三重大学医学部附属病院救命救急センター センター長・教授） 

3. 小倉真治（岐阜大学大学院医学系研究科救急・災害医学分野 教授） 

4. 祖父江和哉（名古屋市立大学大学院医学研究科麻酔科学・集中治療医学分

野 教授） 

5. 武山直志（愛知医科大学病院 高度救命救急センター 教授） 

6. 谷口 巧（金沢大学医薬保健研究域医学系麻酔・集中治療医学 教授） 

7. 土井松幸（浜松医科大学医学部附属病院集中治療部 部長） 

8. 西田 修（藤田医科大学医学部麻酔・侵襲制御医学講座 教授） 

9. 西脇公俊（名古屋大学大学院医学研究科麻酔・蘇生学分野 教授） 

10. 齊藤律子（福井大学医学部附属病院集中治療部 講師） 

11. 松田直之（名古屋大学大学院医学系研究科救急・集中治療医学分野 教授） 

12. 若杉雅浩（富山大学大学院危機管理医学・医療安全学講座 准教授） 

13. 興津英和（労働者健康安全機構浜松労災病院臨床工学部） 

14. 桒原勇治（福井大学医学部附属病院 副看護部長） 

15. 鈴木輝彦（名古屋大学医学部附属病院 看護師長） 

 

連絡協議会委員 ：  

1. 青山正（四日市市民病院麻酔科） 

2. 安藤雅樹（刈谷豊田総合病院救命救急センター救急・集中治療部） 

3. 飯田有輝（豊橋創造大学保健医療学部理学療法学科） 

4. 池上之浩（豊川市民病院麻酔科） 

5. 一丸智美（藤田医科大学病院食養部） 

6. 伊藤明美（藤田医科大学病院） 

7. 稲垣雅昭（岐阜県立多治見病院救命救急センター） 

8. 乾早苗（金沢大学附属病院看護部） 

9. 井上保介（総合大雄会病院救命救急センター） 



 

10. 苛原隆之（愛知医科大学病院救命救急科） 

11. 岩田麻衣子（名古屋市立大学病院看護部） 

12. 臼田和生（富山県立中央病院内科） 

13. 打越学（富山市立富山市民病院内科） 

14. 鵜戸由佳（福井大学大学院医学系研究科修士課程） 

15. 運天匠（小牧市民病院看護局） 

16. 大畠博人（岐阜市民病院集中治療部） 

17. 岡島正樹（金沢大学附属病院救命センター） 

18. 奥寺敬（富山大学附属病院集中治療部） 

19. 尾崎将之（小牧市民病院） 

20. 小幡由佳子（浜松医科大学医学部附属病院集中治療部） 

21. 加藤隆寛（愛知医科大学病院薬剤部） 

22. 河合佑亮（藤田医科大学病院看護部） 

23. 川崎達也（静岡県立こども病院小児集中治療センター） 

24. 川瀬正樹（公立陶生病院集中治療部） 

25. 神戸美樹（藤田医科大学病院看護部） 

26. 北川雄一郎（岐阜大学医学部附属病院高次救命治療センター ） 

27. 北山未央（金沢医科大学病院看護部） 

28. 越田嘉尚（富山県立中央病院集中治療部） 

29. 小山富生（名古屋大学医学部附属病院臨床工学技術部） 

30. 小山昌利（公立陶生病院） 

31. 酒井宏明（藤枝市立総合病院集中治療室 

32. 笹野信子（名古屋市立大学付属西部医療センター集中治療部） 

33. 笹野寛（名古屋市立大学病院救急部） 

34. 佐藤邦昭（富山大学附属病院臨床工学科） 

35. 佐藤康次（金沢大学附属病院集中治療部） 

36. 佐藤慎哉（富山大学附属病院看護部） 

37. 重見研司（福井大学医学部附属病院集中治療部） 

38. 篠原史都（藤田医科大学病院リハビリテーション部） 

39. 柴田純平（藤田医科大学岡崎医療センター麻酔科） 

40. 渋谷伸子（富山大学附属病院集中治療部） 

41. 清水弘太（藤田医科大学病院臨床工学部） 

42. 清水美帆（名古屋大学医学部附属病院リハビリテーション部） 

43. 杉本憲治（日本赤十字社名古屋第二赤十字病院） 

44. 圖子博美（福井大学医学部附属病院看護部 ICU） 

45. 鈴木昭夫（岐阜大学医学部附属病院） 



 

46. 鈴木章悟（名古屋大学医学部附属病院麻酔科） 

47. 髙田基志（総合大雄会病院麻酔科） 

48. 髙野環（金沢医科大学心臓血管外科学講座） 

49. 高橋完（金沢医科大学病院麻酔科） 

50. 高橋利通（春日井市民病院麻酔科・集中治療部） 

51. 高山マミ（福井大学医学部附属病院リハビリテーション部） 

52. 竹内昭憲（江南厚生病院救急部） 

53. 田島志緒里（名古屋市立大学病院臨床工学室） 

54. 立松美和（名古屋掖済会病院集中治療室） 

55. 田中厚司（野崎クリニック麻酔科） 

56. 種田靖久（大垣市民病院薬剤部） 

57. 田村哲也（名古屋市立大学病院集中治療部） 

58. 津田雅庸（愛知医科大学病院救命救急科） 

59. 都築通孝（名古屋第一赤十字病院集中治療部） 

60. 坪内宏樹（一宮西病院集中治療部） 

61. 中野浩（岡崎市民病院救急部） 

62. 中村智之（藤田医科大学医学部麻酔・侵襲制御医学講座） 

63. 西尾陽子（総合大雄会病院集中治療室） 

64. 野田智子（岐阜大学医学部附属病院看護部） 

65. 野々山忠芳（福井大学医学部附属病院リハビリテーション部） 

66. 畠山登（愛知医科大学病院麻酔科） 

67. 服部友紀（名古屋市立大学病院救急部） 

68. 開正宏（名古屋第一赤十字病院臨床工学技術課） 

69. 平岩歳久（藤田医科大学病院薬剤部） 

70. 平澤純（公立陶生病院中央リハビリテーション部） 

71. 平手博之（日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院 麻酔・集中治

療科） 

72. 藤田智和（藤枝市立総合病院集中治療室） 

73. 藤田義人（愛知医科大学病院麻酔科） 

74. 細川康二（福井大学医学部麻酔科・蘇生科） 

75. 前坪瑠美子（富山県立中央病院看護部） 

76. 丸山一男（三重大学大学院医学系研究科・医学部麻酔集中治療学） 

77. 三浦政直（刈谷豊田総合病院麻酔科・救急集中治療部） 

78. 三宅喬人（岐阜大学医学部附属病院高次救命治療センター） 

79. 麦島健一（名古屋大学医学部附属病院看護部） 

80. 村上美千代（金沢大学附属病院西病棟 6階） 



 

81. 安田雅美（名古屋市立大学付属西部医療センターリハビリテーション科） 

82. 安田善一（敦賀医療センター麻酔科） 

83. 矢田部智昭（西知多総合病院麻酔科） 

84. 山口均（一宮市立市民病院救命救急センター） 

85. 山下千鶴（藤田医科大学病院麻酔・侵襲制御医学講座） 

86. 山本拓巳（岐阜県総合医療センター麻酔科） 

87. 行光昌宏（三重大学医学部附属病院臨床工学科） 

88. 吉田省造（岐阜大学医学部附属病院高次救命治療センター） 

89. 吉田昌弘（厚生連高岡病院救命救急センター） 

 

名誉会員 ： 伊藤祐輔（故）、貝沼関志、勝屋弘忠、栗山康介、後藤幸生、小林 勉、 

佐藤重仁、島田康弘、侘美好昭、竹越 襄、土肥修司、中川隆、 

中村不二雄、野口 宏（14名） 

 

功労会員 ： 赤石学、小松徹、渡部秀人（3名） 

 

2） 2021年度活動報告 

第 5回東海北陸支部学術集会：2021年 7月 10日（土）（Web開催） 

第 1回東海北陸支部運営委員会：2021年 3月 21日（水）（Web開催） 

第 2回東海北陸支部運営委員会：2021年 7月 9日（金）（Web開催） 

第 3回東海北陸支部運営委員会：2021年 10月 20日（水）（Web開催） 

第 5回東海北陸支部連絡協議会：メール審議   

第 5回東海北陸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） 

看護教育セミナー東海地区：中止 

看護教育セミナー北陸地区：中止 

東海北陸支部 CEセミナー：中止 

 

3） 2022年度活動計画 

第 6回東海北陸支部学術集会の開催 

東海北陸支部運営委員会の開催 

東海北陸支部連絡協議会の開催    

第 5回東海北陸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） 

看護教育セミナー東海地区の開催 

看護教育セミナー北陸地区の開催 

東海北陸支部 CEセミナーの開催 

2. 具体的な活動計画 



 

1）支部学術集会の開催 

名  称： 第 6回東海北陸支部学術集会 

会  長： 松田直之（名古屋大学大学院医学系研究科救急・集中治療医学分野）                          

日  時： 2022年 6月 11日（土） 

場  所： 名古屋大学（Web開催） 

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会の開催 

名  称： 第 6回東海北陸支部運営委員会                                

日  時： 2022年 6月 10日（金） 

場  所： 未定 

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： 第 6回東海北陸支部連絡協議会                                

日  時： 2022年 6月 10日（金） 

場  所： 未定 

目  的： 支部を円滑に運営するため 

出席者数： 90名+若干名 

 

3）支部セミナーの開催 

名   称： 看護教育セミナー東海地区 

実務責任者： 未定 

日   時： 未定 

場   所： 愛知県 

目   的： 看護師対象の教育セミナー 

出 席 者 数： 150名 

 

名   称： 看護教育セミナー北陸地区 

実務責任者： 未定 

日   時： 未定 

場   所： 富山県 

目   的： 看護師対象の教育セミナー 

出 席 者 数： 100名  

名   称： 看護教育セミナー 事前会議 



 

実務責任者： 桒原勇治（福井大学医学部附属病院 副看護部長） 

日   時： 未定 

場   所： 愛知県 

目   的： 看護教育セミナーの内容検討・準備 

出 席 者 数： 未定 

 

名   称： 臨床工学セミナー 

実務責任者： 興津英和（浜松労災病院 臨床工学部） 

日   時： 2022年 12月予定 

場   所： WEBセミナー（JPタワーを配信会場とする） 

目   的： 臨床工学技士対象の教育セミナー 

出 席 者 数： 120名予定 

 

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東海北陸支部学術集会 

会  長： 藤田義人（愛知医科大学病院麻酔科）              

日  時： 未 定 

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東海北陸支部学術集会 

会  長： 池山貴也（あいち小児保健医療総合センター）             

日  時： 未 定 

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  6,700,000 円  

事業 1 第 6回東海北陸支部学術集会 

事業の内容 支部学術集会の運営 

 

 



 

発注業者 未定 

予算額 

（費用額） 

       6,700,000 円 

＊別紙事業別予算書の提出をお願いします。 

 

事業 2 看護教育セミナー東海地区 

事業の内容 看護対象の教育セミナー 

発注業者 

 

桒原勇治（福井大学医学部附属病院 副看護部長） 

予算額 

（費用額） 

        750,000  円 

＊別紙事業別予算書の提出をお願いします 

 

事業 3 第 4回看護教育セミナー北陸地区 

事業の内容 看護師対象の教育セミナー 

発注業者 

 

桒原勇治（福井大学医学部附属病院 副看護部長） 

予算額 

（費用額） 

        500,000  円 

＊別紙事業別予算書の提出をお願いします 

 

事業 4 臨床工学セミナー 

事業の内容 臨床工学技士対象の教育セミナー 

 

 

発注業者 

 

 



 

予算額 

（費用額） 

       320,000 円 

＊別紙事業別予算書の提出をお願いします 

 

事業 5 第 1回東海北陸支部運営委員会 

事業の内容 支部会員への連絡を円滑に行うための委員会の開催・運営 

 

発注業者 

 

 

予算額 

（費用額） 

       50,000 円 

＊別紙事業別予算書の提出をお願いします 

 

事業 6 第 2回東海北陸支部運営委員会 

事業の内容 支部会員への連絡を円滑に行うための委員会の開催・運営 

 

 

 

発注業者 

 

 

予算額 

（費用額） 

       100,000 円 

＊別紙事業別予算書の提出をお願いします 

 

事業 7 第 1回東海北陸支部連絡協議会 

事業の内容 支部会員への連絡を円滑に行うための委員会の開催・運営 

 

発注業者 

 

 

予算額        100,000 円 



 

（費用額） ＊別紙事業別予算書の提出をお願いします 

 

以上 


