
（敬称略）

【新任】15名
1 相嶋　一登 あいしま　かずと （横浜市立市民病院臨床工学部） 臨床工学技士

2 青景　聡之 あおかげ　としゆき （かわぐち心臓呼吸器病院集中治療室） 医師

3 大下慎一郎 おおしも　しんいちろう （広島大学大学院医歯薬保健学研究院 救急医学） 医師

4 柏　　庸三 かしわ　ようぞう （大阪大学医学部附属病院集中治療部） 医師

5 梶原　吉春 かじはら　よしはる （社会医療法人財団大和会 東大和病院ME室） 臨床工学技士

6 岸川　典明 きしかわ　みちあき （愛知医科大学病院リハビリテーション部） 理学療法士

7 古田島　太 こたじま　ふとし （埼玉医科大学国際医療センター救命救急科） 医師

8 関口　浩至 せきぐち　ひろし （医療法人友愛会 豊見城中央病院ICU） 看護師

9 玉木　　彰 たまき　あきら （兵庫医療大学大学院医療科学研究科） 理学療法士

10 陳　　和夫 ちん　かずお
（京都大学大学院医学研究科呼吸管理睡眠制御学講
座）

医師

11 松本　幸枝 まつもと　ゆきえ （榊原記念病院看護部） 看護師

12 森沢　知之 もりさわ　ともゆき
（兵庫医療大学リハビリテーション学部理学療法学
科）

理学療法士

13 横山　俊樹 よこやま　としき （公立陶生病院呼吸器・アレルギー疾患内科） 医師

14 吉岡　淳 よしおか　じゅん （山形大学医学部附属病院MEセンター） 臨床工学技士

15 渡部　晋一 わたべ　しんいち （倉敷中央病院総合周産期母子医療センター） 医師

【再任】83名
1 相澤　　純 あいざわ　じゅん （岩手医科大学医学部医学教育学講座） 医師

2 青木　郁香 あおき　ふみか
（公益財団法人医療機器センター 医療機器産業研究
所）

臨床工学技士

3 鮎川　勝彦 あゆかわ　かつひこ （飯塚病院） 医師

4 池崎　弘之 いけざき　ひろゆき （かわぐち心臓呼吸器病院） 医師

5 石井　宣大 いしい　のぶひろ （東京慈恵会医科大学葛飾医療センター臨床工学部） 臨床工学技士

6 石川　悠加 いしかわ　ゆか （国立病院機構 八雲病院小児科） 医師

7 石原　英樹 いしはら　ひでき （八尾徳洲会総合病院呼吸器内科） 医師

8 市場　晋吾 いちば　しんご （日本医科大学付属病院外科系集中治療科） 医師

9 今泉　　均 いまいずみ　ひとし （東京医科大学麻酔科学分野・集中治療部） 医師

10 今中　秀光 いまなか　ひであき （宝塚市立病院集中治療救急室） 医師

11 鵜澤　吉宏 うざわ　よしひろ （亀田総合病院リハビリテーション室） 理学療法士

12 内山　昭則 うちやま　あきのり （大阪大学医学部附属病院集中治療部） 医師

13 卯野木　健 うのき　たけし （筑波大学附属病院看護部） 看護師

14 江木　盛時 えぎ　もりとき （神戸大学医学部附属病院麻酔科） 医師

15 大塚　将秀 おおつか　まさひで
（横浜市立大学附属市民総合医療センター集中治療
部）

医師

16 大家　宗彦 おおや　むねひこ （近畿大学医学部奈良病院救命救急センター） 医師

17 岡村　　篤 おかむら　あつし （特定医療法人平成会 平成会病院人工呼吸センター） 医師

18 尾﨑　孝平 おざき　こうへい （神戸百年記念病院麻酔集中治療部） 医師

19 落合　亮一 おちあい　りょういち （東邦大学医療センター大森病院麻酔科） 医師
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20 小野寺睦雄 おのでら　むつお （徳島大学病院救急集中治療部） 医師

21 海塚　安郎 かいづか　やすお （社会医療法人 製鉄記念八幡病院救急・集中治療部） 医師

22 川前　金幸 かわまえ　かねゆき （山形大学医学部麻酔科学講座） 医師

23 木村　雅彦 きむら　まさひこ （北里大学医療衛生学部リハビリテーション学科） 理学療法士

24 久木田一朗 くきた　いちろう （琉球大学医学部生体制御医科学講座救急医学分野） 医師

25 桑迫　勇登 くわさこ　ゆうと （昭和大学藤が丘病院麻酔科） 医師

26 神津　　玲 こうづ　りょう （長崎大学病院リハビリテーション部） 理学療法士

27 小谷　　透 こたに　とおる （昭和大学麻酔科学講座） 医師

28 小松　孝美 こまつ　たかみ （東京大学医学部附属病院手術部） 医師

29 齋藤　浩二 さいとう　こうじ （東北大学病院重症病棟部） 医師

30 櫻本　秀明 さくらもと　ひであき （筑波大学附属病院集中治療室 看護部） 看護師

31 笹野　　寛 ささの　ひろし （名古屋市立大学病院麻酔科） 医師

32 佐藤　大三 さとう　だいぞう
（順天堂大学医学部麻酔科学・ペインクリニック講
座）

医師

33 佐藤　暢一 さとう　のぶかず （東邦大学医療センター大森病院麻酔科） 医師

34 佐藤　庸子 さとう　ようこ （三軒茶屋第一病院呼吸器内科） 医師

35 島田　二郎 しまだ　じろう （福島県立医科大学救急医療学講座） 医師

36 清水　孝宏 しみず　たかひろ （地方独立行政法人 那覇市立病院集中治療室） 看護師

37 清水　　雄 しみず　たける （筑波大学大学院人間総合科学研究科） 医師

38 志馬　伸朗 しめ　のぶあき
（広島大学大学院医歯薬保健学研究院 応用生命科学部
門救急医学）

医師

39 鈴川　正之 すずかわ　まさゆき （自治医科大学救急医学教室） 医師

40 鈴木　裕之 すずき　ひろゆき （前橋赤十字病院救急科） 医師

41 髙橋　伸二 たかはし　しんじ （筑波大学大学院医学医療系手術部・麻酔科） 医師

42 竹内　宗之 たけうち　むねゆき （大阪府立母子保健総合医療センター集中治療科） 医師

43 竹田　晋浩 たけだ　しんひろ （かわぐち心臓呼吸器病院） 医師

44 橘　　一也 たちばな　かずや
（大阪府立母子保健総合医療センター麻酔集中治療
科）

医師

45 蝶名林直彦 ちょうなばやしなおひこ（聖路加国際病院呼吸器内科） 医師

46 鶴田　良介 つるた　りょうすけ （山口大学医学部附属病院先進救急医療センター） 医師

47 遠井　健司 とおい　たかし （静岡済生会総合病院麻酔科） 医師

48 渡海　裕文 とかい　ひろふみ （兵庫県立淡路医療センター麻酔科） 医師

49 時岡　宏明 ときおか　ひろあき （岡山赤十字病院麻酔科） 医師

50 中川　　聡 なかがわ　さとし （国立成育医療研究センター病院集中治療科） 医師

51 中川　　隆 なかがわ　たかし （愛知医科大学災害医療研究センター） 医師

52 中沢　弘一 なかざわ　こういち （宇都宮記念病院麻酔科） 医師

53 中島　正一 なかしま　まさかず （社会医療法人雪の聖母会 聖マリア病院臨床工学室） 臨床工学技士

54 中根　正樹 なかね　まさき （山形大学医学部附属病院高度集中治療センター） 医師

55 中野　　実 なかの　みのる （前橋赤十字病院高度救命救急センター） 医師

56 西田　　修 にしだ　おさむ （藤田保健衛生大学医学部麻酔・侵襲制御医学講座） 医師

57 西村　匡司 にしむら　まさじ （徳島大学大学院救急集中治療医学講座） 医師



58 布宮　　伸 ぬのみや　しん
（自治医科大学医学部麻酔科学・集中治療医学講座 集
中治療医学部門）

医師

59 野口　裕幸 のぐち　ひろゆき
（北里大学保健衛生専門学院臨床工学専攻科、CE野口
企画 代表）

臨床工学技士

60 橋本　　悟 はしもと　さとる （京都府立医科大学附属病院集中治療部） 医師

61 長谷川隆一 はせがわ　りゅういち
（茨城県厚生連総合病院 水戸協同病院救急部・集中治
療部）

医師

62 林　久美子 はやし　くみこ （岡山大学大学院医歯薬学総合研究科救急医学分野） 臨床工学技士

63 林　　真理 はやし　まり （社会医療法人 製鉄記念八幡病院看護部） 看護師

64 平尾　　収 ひらお　おさむ （大阪府立急性期・総合医療センター麻酔科） 医師

65 尾頭希代子 びとう　きよこ （昭和大学医学部麻酔科学講座） 医師

66 福光　一夫 ふくみつ　かずお （愛染橋病院麻酔科） 医師

67 藤野　裕士 ふじの　ゆうじ （大阪大学医学部附属病院集中治療部） 医師

68 藤本　潤一 ふじもと　じゅんいち （横浜労災病院中央集中治療部） 医師

69 星　　邦彦 ほし　くにひこ （東北医科薬科大学病院麻酔科学教室） 医師

70 槇田　浩史 まきた　こうし （東京医科歯科大学大学院心肺統御麻酔学分野） 医師

71 升田　好樹 ますだ　よしき （札幌医科大学医学部集中治療医学） 医師

72 丸山　一男 まるやま　かずお （三重大学大学院医学系研究科麻酔集中治療学） 医師

73 宮川　哲夫 みやがわ　てつお （昭和大学大学院保健医療学研究科呼吸ケア領域） 理学療法士

74 宮庄　浩司 みやしょう　こうじ （福山市民病院救命救急センター） 医師

75 宮地　哲也 みやじ　てつや （帝京大学医学部附属溝口病院ME部） 臨床工学技士

76 森永　俊彦 もりなが　としひこ
（（独）地域医療機能推進機構 下関医療センター麻酔
科）

医師

77 森松　　靜 もりまつ　しずか （大久野病院） 看護師

78 山内　順子 やまうち　じゅんこ （社会医療法人弘道会 萱島生野病院麻酔科） 医師

79 山口　　修 やまぐち　おさむ （公立大学法人 横浜市立大学附属病院集中治療部） 医師

80 山下　幸一 やました　こういち
（高知大学教育研究部医療学系臨床医学部門 麻酔科
学・集中治療医学講座）

医師

81 山田　芳嗣 やまだ　よしつぐ
（東京大学大学院医学系研究科外科学専攻生体管理医
学講座麻酔学分野）

医師

82 山本　信章 やまもと　のぶあき （順天堂大学医学部附属浦安病院臨床工学室） 臨床工学技士

83 四本　竜一 よつもと　りゅういち （東邦大学医療センター大森病院看護部） 看護師

（98名）


