
1 相澤 純 あいざわ じゅん 医師 岩手医科大学医学部
医学教育学講座・麻酔学
講座

2 青景 聡之 あおかげ としゆき 医師 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

3 阿部 信二 あべ しんじ 医師 東京医科大学 呼吸器内科学分野

4 池崎 弘之 いけざき ひろゆき 医師 かわぐち心臓呼吸器病院 集中治療室

5 石川 悠加 いしかわ ゆか 医師 北海道医療センター 神経筋／成育センター

6 石原 英樹 いしはら ひでき 医師 八尾徳洲会総合病院 呼吸器内科

7 市場 晋吾 いちば しんご 医師 東京女子医科大学病院 臨床工学科・集中治療科

8 鵜澤 吉宏 うざわ よしひろ
理学療法
士

亀田総合病院 リハビリテーション室

9 内田 寛治 うちだ かんじ 医師 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

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

11 江木 盛時 えぎ もりとき 医師 京都大学医学部附属病院 麻酔科

12 大下 慎一郎 おおしも しんいちろう 医師 広島大学大学院 救急集中治療医学

13 大塚 将秀 おおつか まさひで 医師
横浜市立大学附属市民総合医療セン
ター

集中治療部

14 大西 淳司 おおにし じゅんじ 医師 香川県立中央病院 麻酔科

15 岡森 慧 おかもり さとし 医師 済生会宇都宮病院 呼吸器内科

16 小倉 崇以 おぐら たかゆき 医師 済生会宇都宮病院 救急・集中治療科

17 柏 庸三 かしわ ようぞう 医師 大阪はびきの医療センター 集中治療科

18 方山 真朱 かたやま しんしゅ 医師 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

19 川崎 達也 かわさき たつや 医師 静岡県立こども病院
集中治療センター/小児集
中治療科

20 川前 金幸 かわまえ かねゆき 医師 山形大学医学部 麻酔科学講座

21 倉橋 清泰 くらはし きよやす 医師 国際医療福祉大学成田病院 麻酔・集中治療科

22 古田島 太 こたじま ふとし 医師 埼玉医科大学国際医療センター 集中治療科

23 小谷 透 こたに とおる 医師 昭和大学医学部 集中治療医学講座
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24 小林 忠宏 こばやし ただひろ 医師 山形大学医学部附属病院 救急部

25 小松 孝美 こまつ たかみ 医師 NTT東日本関東病院 麻酔科・集中治療部

26 近藤 康博 こんどう やすひろ 医師 公立陶生病院
呼吸器・アレルギー疾患
内科

27 佐藤 暢一 さとう のぶかず 医師 東京都済生会中央病院 麻酔科・集中治療科

28 佐藤 庸子 さとう ようこ 医師 かわぐち心臓呼吸器病院 呼吸器内科

29 清水 敬樹 しみず けいき 医師 東京都立多摩総合医療センター 救命救急センター

30 清水 雄 しみず たける 医師 筑波大学医学医療系 麻酔科

31 志馬 伸朗 しめ のぶあき 医師 広島大学大学院 救急集中治療医学

32 庄野 敦子 しょうの あつこ 医師 昭和大学医学部 集中治療医学講座

33 鈴木 裕之 すずき ひろゆき 医師 前橋赤十字病院
高度救命救急センター
集中治療科・救急科

34 鈴木 学 すずき まなぶ 医師 国立国際医療研究センター病院 呼吸器内科

35 関口 浩至 せきぐち ひろし 看護師 琉球大学医学部
保健学科在宅・慢性期看
護学

36 関野 元裕 せきの もとひろ 医師 長崎大学病院 集中治療部／麻酔科

37 髙木 俊介 たかき しゅんすけ 医師 横浜市立大学医学部 麻酔科学教室

38 髙橋 伸二 たかはし しんじ 医師 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

39 竹内 宗之 たけうち むねゆき 医師 大阪母子医療センター 集中治療科

40 竹田 晋浩 たけだ しんひろ 医師 かわぐち心臓呼吸器病院

41 橘 一也 たちばな かずや 医師 大阪母子医療センター 麻酔科

42 寺澤 大祐 てらざわ だいすけ 医師 岐阜県総合医療センター 新生児内科

43 渡海 裕文 とかい ひろふみ 医師 兵庫県立淡路医療センター 麻酔科

44 富井 啓介 とみい けいすけ 医師 神戸市立医療センター中央市民病院 呼吸器内科

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

46 中澤 弘一 なかざわ こういち 医師 東京医科大学 麻酔科学分野



47 中島 正一 なかしま まさかず
臨床工学
技士

雪の聖母会 聖マリア病院 臨床・教育・研究本部

48 中根 正樹 なかね まさき 医師 山形大学医学部附属病院
救急部/高度集中治療セン
ター

49 布宮 伸 ぬのみや しん 医師 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

50 橋本 聡一 はしもと としかず 医師 平成会病院 麻酔科

51 花田 匡利 はなだ まさとし
理学療法
士

長崎大学病院 リハビリテーション部

52 林 久美子 はやし くみこ
臨床工学
技士

熊本中央病院 臨床工学科

53 林 真理 はやし まり 看護師 製鉄記念八幡病院 看護部

54 春田 良雄 はるた よしお
臨床工学
技士

公立陶生病院 臨床工学部臨床工学室

55 平井 豊博 ひらい とよひろ 医師 京都大学大学院医学研究科 呼吸器内科学

56 平尾 収 ひらお おさむ 医師 大阪急性期・総合医療センター 麻酔科

57 尾頭 希代子 びとう きよこ 医師 昭和大学医学部 麻酔科学講座

58 藤野 裕士 ふじの ゆうじ 医師 大阪大学医学部附属病院 集中治療部

59 藤本 潤一 ふじもと じゅんいち 医師 横浜労災病院 集中治療科

60 渕上 竜也 ふちがみ たつや 医師 琉球大学病院 麻酔科・集中治療部

61 升田 好樹 ますだ よしき 医師 札幌医科大学医学部 集中治療医学

62 森永 俊彦 もりなが としひこ 医師 JCHO 下関医療センター 麻酔科

63 茂呂 悦子 もろ えつこ 看護師 自治医科大学附属病院 看護部

64 山下 幸一 やました こういち 医師 高知赤十字病院 救命診療部/麻酔科

65 横山 俊樹 よこやま としき 医師 公立陶生病院
呼吸器・アレルギー疾患
内科

66 吉田 健史 よしだ たけし 医師 大阪大学大学院医学系研究科 麻酔・集中治療医学

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


