
一般社団法人 日本呼吸療法医学会 委員会名簿 
（2023 年 4 月 1 日現在） 

将来計画・財務委員会 
委員長  藤野 裕士 Dr 大阪大学医学部附属病院集中治療部 17 

大塚 将秀 Dr 横浜市立大学附属市民総合医療センター集中治療部 18 
佐藤 暢一 Dr 東京都済生会中央病院麻酔科・集中治療科 22 
志馬 伸朗 Dr 広島大学大学院救急集中治療医学 18 
布宮  伸 Dr 自治医科大学医学部麻酔科学・集中治療医学講座 20 

 
人工呼吸編集委員会 
委員長  竹内 宗之 Dr 大阪母子医療センター集中治療科 17（担当理事 22） 

相嶋 一登 CE 横浜市立市民病院臨床工学部 17 
有薗 信一 PT 聖隷クリストファー大学リハビリテーション学部 17 
馬屋原康高 PT 広島都市学園大学健康科学部 

リハビリテーション学科理学療法学専攻 20 
柏  庸三 Dr 大阪はびきの医療センター集中治療科 21 
片岡  惇 Dr 練馬光が丘病院総合救急診療科 20 
笹野  寛 Dr 名古屋市立大学病院救急科 17 
田村富美子 Ns 聖路加国際病院 ICU 20 
藤本 潤一 Dr 横浜労災病院中央集中治療部 20 
吉田 健史 Dr 大阪大学大学院医学系研究科麻酔・集中治療医学 21 

 
代議員審査委員会 
委員長  髙橋 伸二 Dr 順天堂大学医学部附属浦安病院麻酔科ペインクリニック 17 

青景 聡之 Dr 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科救命救急・災害医学講座 20 
今中 秀光 Dr 宝塚市立病院 17 
卯野木 健 Ns 札幌市立大学看護学部看護学科 17 
岸川 典明 PT 愛知医科大学病院リハビリテーション部 17 
佐藤 庸子 Dr かわぐち心臓呼吸器病院呼吸器内科 17 
島田 二郎 Dr 福島県立医科大学救急医療学講座 17 
鈴木 健一 CE 日本医科大学付属病院 ME 部 20 

担当理事 平井 豊博 Dr 京都大学大学院医学研究科呼吸器内科学 22 
 
小児在宅人工呼吸検討委員会 
委員長  寺澤 大祐 Dr 岐阜県総合医療センター新生児内科 21 

石橋 一馬 CE 神戸市立医療センター中央市民病院臨床工学室 21 
稲員 惠美 PT 静岡県立こども病院 21 
上田 博臣 Ns 滋賀県立小児保健医療センター 21 

担当理事 竹内 宗之 Dr 大阪母子医療センター集中治療科 22 



 
日本呼吸療法医学会 セミナー委員会 
委員長  方山 真朱 Dr 自治医科大学医学部麻酔科学・集中治療医学講座 19 

鵜澤 吉宏 PT 亀田総合病院リハビリテーション室 18 
大藤  純 Dr 徳島大学病院救急集中治療部 17 
小野寺 悠 Dr 山形大学医学部麻酔科学講座 22 
鎌田あゆみ Ns 国際医療福祉大学成田病院看護部 18 
小泉  沢 Dr 宮城県立こども病院集中治療科 21 
小山有紀子 Dr 大阪大学医学部附属病院集中治療部 22 
長嶺 祐介 Dr 横浜市立大学大学院医学研究科生体制御・麻酔科学 17 
春田 良雄 CE 公立陶生病院臨床工学部臨床工学室 17 

担当理事 大塚 将秀 Dr 横浜市立大学附属市民総合医療センター集中治療部 14 
副理事  玉木  彰 PT 兵庫医科大学リハビリテーション学部 22 
 
チーム医療推進委員会 
委員長  横山 俊樹 Dr 公立陶生病院呼吸器・アレルギー内科 17 

飯田 有輝 PT 豊橋創造大学保健医療学部理学療法学科 17 
神谷 敏之 CE 南部徳洲会病院臨床工学部 18 
笹沼 直樹 PT 兵庫医科大学病院リハビリテーション部 18 
西村 直樹 Dr 聖路加国際病院呼吸器内科 17 
花岡 正志 CE 神戸大学医学部附属病院医療技術部臨床工学部門 20 
濱本 実也 Ns 公立陶生病院集中治療部 17 
宮崎 博之 Ns 福島県立医科大学附属病院救命救急センター 18 

担当理事 大塚 将秀 Dr 横浜市立大学附属市民総合医療センター集中治療部 22 
副理事  茂呂 悦子 Ns 自治医科大学附属病院看護部本部 18 
 

RST プロジェクト（呼吸ケア・リハビリテーション学会との合同プロジェクト） 
【呼吸療法医学会】 

西村 直樹 聖路加国際病院呼吸器内科 
長谷川隆一 獨協医科大学埼玉医療センター集中治療科 
濱本 実也 公立陶生病院集中治療部 

【呼吸ケア・リハビリテーション学会】 
宮川 哲夫 高知リハビリテーション専門職大学理学療法学専攻 
金子 教宏 亀田京橋クリニック 
南雲 秀子 東京医療学院大学保健医療学部看護学科 
蝶名林直彦（adviser） 聖カタリナ地域包括ケア病院 

 

 

 



安全対策・危機管理委員会 
委員長  中根 正樹 Dr 山形大学医学部附属病院高度集中治療センター 18 

市場 晋吾 Dr 東京女子医科大学病院臨床工学科・集中治療科 21 
小倉 崇以 Dr 済生会宇都宮病院救急・集中治療科 21 
川崎 達也 Dr 静岡県立こども病院小児集中治療科 21 
櫻本 秀明 Ns 日本赤十字九州国際看護大学看護学部看護学科 19 
清水 敬樹 Dr 東京都立多摩総合医療センター救命救急センター 21 
則末 泰博 Dr 東京ベイ・浦安市川医療センター呼吸器・集中治療部 21 
長谷川隆一 Dr 獨協医科大学埼玉医療センター集中治療科 18 
濱本 実也 Ns 公立陶生病院集中治療部 19 
藤本 正弘 CE 鶴川サナトリウム病院臨床工学科 18 
山下 幸一 Dr 高知赤十字病院麻酔科 17 
吉岡  淳 CE 仙台赤十字病院臨床工学技術課 19 

担当理事 内田 寛治 Dr 東京大学大学院医学系研究科生体管理医学講座麻酔科学 20 
副理事  石井 宣大 CE 東京慈恵会医科大学附属柏病院臨床工学部 22 
 
日本呼吸療法医学会 専門医委員会 
委員長  佐藤 暢一 Dr 東京都済生会中央病院麻酔科・集中治療科 17 

阿部 信二 Dr 東京医科大学病院呼吸器内科 22 
江木 盛時 Dr 京都大学医学部附属病院麻酔科 19 
大藤  純 Dr 徳島大学病院救急集中治療部 21 
岡森  慧 Dr 済生会宇都宮病院呼吸器内科 19 
髙橋 伸二 Dr 順天堂大学医学部附属浦安病院麻酔科ペインクリニック 17 
渡海 裕文 Dr 兵庫県立淡路医療センター麻酔科 17 
富井 啓介 Dr 神戸市立医療センター中央市民病院呼吸器内科 19 
平井 豊博 Dr 京都大学大学院医学研究科呼吸器内科学 22 
藤本 潤一 Dr 横浜労災病院中央集中治療部 19 
吉田 健史 Dr 大阪大学大学院医学系研究科麻酔・集中治療医学 21 

担当理事 藤野 裕士 Dr 大阪大学医学部附属病院集中治療部 11 
 
ECMO プロジェクト委員会 
委員長  清水 敬樹 Dr 東京都立多摩総合医療センター救命救急センター 22 

池山 貴也 Dr あいち小児保健医療総合センター集中治療科 19 
大山 慶介 Dr かわぐち心臓呼吸器病院循環器内科・集中治療室 17 
小倉 崇以 Dr 済生会宇都宮病院救急・集中治療科 20 
田中 愛子 Dr 大阪大学医学部附属病院集中治療部 20 
東條 圭一 CE 北里大学病院 ME 部 22 
那須 道高 Dr 浦添総合病院救命救急センター 22 
服部 憲幸 Dr 千葉大学大学院医学研究院救急集中治療医学 17 



文屋 尚史 Dr 札幌医科大学医学部救急医学講座 22 
星野 耕大 Dr 福岡大学病院救命救急センター 22 

ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 廣瀬  仁 Dr トーマスジェファーソン大学病院心臓外科 
担当理事 竹田 晋浩 Dr かわぐち心臓呼吸器病院 16 
 
利益相反委員会 
委員長  島田 二郎 Dr 福島県立医科大学救急医療学講座 20 

相澤  純 Dr 岩手医科大学医学部医学教育学講座 17 
小林 忠宏 Dr 山形大学医学部附属病院麻酔科集中治療部 20 
陶山 真一 CE 旭川赤十字病院医療技術部臨床工学課 20 
藤本 潤一 Dr 横浜労災病院中央集中治療部 17 
宮川 哲夫 PT 高知リハビリテーション専門職大学理学療法学専攻 17 
吉岡  淳 CE 仙台赤十字病院臨床工学技術課 17 

担当理事 竹田 晋浩 Dr かわぐち心臓呼吸器病院 22 
 
社会保険委員会 
委員長  志馬 伸朗 Dr 広島大学大学院救急集中治療医学 21 

阿部 信二 Dr 東京医科大学病院呼吸器内科 22 
近藤 康博 Dr 公立陶生病院呼吸器・アレルギー疾患内科 21 
中西 美貴 Ns 大阪大学医学部附属病院呼吸器センター 21 

協力員  鮎川 勝彦 Dr 飯塚病院 15 
鵜澤 吉宏 PT 亀田総合病院リハビリテーション室 15 
海塚 安郎 Dr 健和会大手町病院集中治療科 15 
小谷  透 Dr 昭和大学医学部集中治療医学講座 15 

担当理事 平井 豊博 Dr 京都大学大学院医学研究科呼吸器内科学 22 
 
倫理委員会 
委員長  坪井 知正 Dr 国立病院機構南京都病院呼吸器科・内科 18 

赤嶺 史郎 CE 南部徳洲会病院臨床工学部 ME センター 20 
板井孝壱郎 Dr 宮崎大学医学部附属病院臨床倫理部 20 
大塚 将秀 Dr 横浜市立大学附属市民総合医療センター集中治療部 18 
清水 孝宏 Ns 日本看護協会看護研修学校クリティカルケア学科 18 
布宮  伸 Dr 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 18 
則末 泰博 Dr 東京ベイ・浦安市川医療センター呼吸器・集中治療部 20 

担当理事 志馬 伸朗 Dr 広島大学大学院救急集中治療医学 18 
 
学術集会あり方検討委員会 
委員長  近藤 康博 Dr 公立陶生病院呼吸器・アレルギー疾患内科 18（担当理事） 

藤野 裕士 Dr 大阪大学医学部附属病院集中治療部 18 



志馬 伸朗 Dr 広島大学大学院救急集中治療医学 18 
大塚 将秀 Dr 横浜市立大学附属市民総合医療センター集中治療部 18 
島田 二郎 Dr 福島県立医科大学救急医療学講座 22 
佐藤 暢一 Dr 東京都済生会中央病院麻酔科・集中治療科 21 
濱本 実也 Ns 公立陶生病院集中治療部 18 
飯田 有輝 PT 豊橋創造大学保健医療学部理学療法学科 18 
相嶋 一登 CE 横浜市立市民病院臨床工学部 18 

 
学術研究推進委員会 
委員長  吉田 健史 Dr 大阪大学大学院医学系研究科麻酔・集中治療医学 22 

今井由美子 Dr 医薬基盤・健康・栄養研究所 

感染病態制御ワクチンプロジェクト 18 
内田 寛治 Dr 東京大学大学院医学系研究科生体管理医学講座麻酔科学 20 
新谷  歩 Dr 大阪市立大学大学院医学研究科医療統計学 18 

担当理事 志馬 伸朗 Dr 広島大学大学院救急集中治療医学 22 
 
ad hoc 委員会 
自発呼吸アセスメント指針作成ワーキンググループ 
委員長  尾﨑 孝平 Dr 神戸百年記念病院麻酔集中治療部 20 

関口 浩至 Ns 琉球大学大学院医学研究科救急医学講座 20 
間瀬 教史 PT 甲南女子大学リハビリテーション学部 20 
眞渕  敏 PT みどりヶ丘病院リハビリテーション部 20 
港  敏則 Dr 公立豊岡病院小児科 20 
森永 俊彦 Dr 下関医療センター麻酔科 20 

担当理事 中根 正樹 Dr 山形大学医学部附属病院高度集中治療センター 22 
 
気管吸引ガイドライン改訂ワーキンググループ 
委員長  中根 正樹 Dr 山形大学医学部附属病院高度集中治療センター 18（担当理事 22） 
副委員長 横山 俊樹 Dr 公立陶生病院呼吸器・アレルギー内科 22 

鵜澤 吉宏 PT 亀田総合病院リハビリテーション室 18 
小野寺 悠 Dr 山形大学医学部麻酔科学講座 22 
河合 佑亮 Ns 藤田医科大学病院看護部 22 
笹沼 直樹 PT 兵庫医科大学病院リハビリテーション部 22 
松本 幸枝 Ns/CE 亀田医療大学看護部看護学科 18 
森永 俊彦 Dr 下関医療センター麻酔科 18 
山田  亨 Ns 東邦大学医療センター大森病院看護部 22 

 
※Dr；医師、Ns；看護師、CE；臨床工学技士、PT；理学療法士、Co；企業 
※末尾の数字は就任年度 


