
名前 勤務先 所属 職種

1 相澤 純 岩手医科大学医学部 医学教育学講座 医師
2 相嶋 一登 横浜市立市民病院 臨床工学部 臨床工学技士

3 青景 聡之 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 医師

4 池崎 弘之 かわぐち心臓呼吸器病院 集中治療室 医師

5 石井 宣大 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 国立病院機構 八雲病院 小児科 医師
7 石原 英樹 八尾徳洲会総合病院 呼吸器内科 医師
8 市場 晋吾 日本医科大学付属病院 外科系集中治療科 医師

9 今泉 均 東京医科大学 麻酔科学分野集中治療部 医師

10 今中 秀光 宝塚市立病院 医師
11 鵜澤 吉宏 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 大阪大学医学部附属病院 集中治療部 医師
13 卯野木 健 札幌市立大学 看護学部看護学科 看護師
14 江木 盛時 神戸大学医学部附属病院 麻酔科 医師
15 大下 慎一郎 広島大学大学院 救急集中治療医学 医師

16 大塚 将秀
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

17 尾﨑 孝平 神戸百年記念病院 麻酔集中治療部 医師
18 小野寺 睦雄 倉敷中央病院 集中治療科 医師
19 海塚 安郎 社会医療法人 製鉄記念八幡病院 救急・集中治療部 医師

20 柏 庸三
独）大阪府立病院機構 大阪はびきの医
療センター

集中治療科 医師

21 梶原 吉春 東大和病院 ME室 臨床工学技士
22 川崎 達也 静岡県立こども病院 小児集中治療センター 医師
23 川前 金幸 山形大学医学部 麻酔科学講座 医師
24 岸川 典明 愛知医科大学病院 リハビリテーション部 理学療法士
25 木村 雅彦 杏林大学保健学部 理学療法学科 理学療法士

26 久木田 一朗 琉球大学医学部
生体制御医科学講座救急
医学分野

医師

27 倉橋 清泰 国際医療福祉大学成田病院 麻酔・集中治療医学 医師
28 桑迫 勇登 昭和大学藤が丘病院 麻酔科 医師
29 神津 玲 長崎大学病院 リハビリテーション部 理学療法士
30 古田島 太 埼玉医科大学国際医療センター 集中治療科 医師
31 小谷 透 昭和大学医学部 集中治療医学講座 医師

32 小松 孝美 NTT東日本関東病院
麻酔科・集中治療部・医
療機器管理部

医師
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33 近藤 康博 公立陶生病院
呼吸器・アレルギー疾患
内科

医師

34 後藤 孝治 大分大学医学部附属病院 集中治療部 医師
35 齋藤 浩二 東北大学病院 集中治療部 医師
36 櫻本 秀明 茨城キリスト教大学 看護学部看護学科 看護師

37 佐藤 大三 順天堂大学医学部
麻酔科学・ペインクリ
ニック講座

医師

38 佐藤 暢一 東邦大学医療センター大森病院 麻酔科 医師
39 佐藤 庸子 かわぐち心臓呼吸器病院 呼吸器内科 医師

40 讃井 將満
自治医科大学附属さいたま医療セン
ター

集中治療部 医師

41 柴田 純平 藤田医科大学医学部 麻酔・侵襲制御医学講座 医師

42 島田 二郎 福島県立医科大学
ふたば救急総合医療支援
センター

医師

43 清水 孝宏 地方独立行政法人 那覇市立病院 看護部 看護師
44 清水 雄 筑波大学医学医療系 麻酔科 医師
45 志馬 伸朗 広島大学大学院 救急集中治療医学 医師

46 鈴木 裕之 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

医師

47 陶山 真一 旭川赤十字病院 医療技術部 臨床工学課 臨床工学技士
48 関口 浩至 琉球大学大学院医学研究科 救急医学講座 看護師
49 髙木 俊介 横浜市立大学医学部 麻酔科学教室 医師

50 髙橋 伸二 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 医師

51 竹内 宗之 大阪母子医療センター 集中治療科 医師
52 竹田 晋浩 かわぐち心臓呼吸器病院 医師
53 橘 一也 大阪母子医療センター 麻酔科 医師
54 玉木 彰 兵庫医療大学大学院 医療科学研究科 理学療法士

55 陳 和夫 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

56 鶴田 良介 山口大学医学部附属病院 先進救急医療センター 医師
57 遠井 健司 静岡済生会総合病院 麻酔科 医師
58 渡海 裕文 兵庫県立淡路医療センター 麻酔科 医師
59 富井 啓介 神戸市立医療センター中央市民病院 呼吸器内科 医師
60 中川 聡 国立成育医療研究センター病院 集中治療科 医師
61 中澤 弘一 東京医科大学 麻酔科学分野 医師

62 中島 正一 社会医療法人雪の聖母会 聖マリア病院 臨床・教育・研究本部 臨床工学技士

63 中根 正樹 山形大学医学部附属病院 高度集中治療センター 医師
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64 中野 実 前橋赤十字病院 医師

65 西田 修 藤田医科大学医学部 麻酔・侵襲制御医学講座 医師

66 布宮 伸 自治医科大学医学部
麻酔科学・集中治療医学
講座

医師

67 野口 裕幸
北里大学保健衛生専門学院臨床工学専
攻科

臨床工学技士

68 橋本 悟 京都府立医科大学附属病院 集中治療部 医師
69 長谷川 隆一 獨協医科大学埼玉医療センター 集中治療科 医師
70 林 久美子 熊本中央病院 臨床工学科 臨床工学技士
71 林 真理 社会医療法人 製鉄記念八幡病院 看護部 看護師
72 春田 良雄 公立陶生病院 臨床工学部臨床工学室 臨床工学技士
73 平尾 収 大阪急性期・総合医療センター 麻酔科 医師
74 尾頭 希代子 昭和大学医学部 麻酔科学講座 医師
75 藤野 裕士 大阪大学医学部附属病院 集中治療部 医師
76 藤本 潤一 横浜労災病院 中央集中治療部 医師
77 升田 好樹 札幌医科大学医学部 集中治療医学 医師

78 松本 幸枝 まつもとクリニック
看護師・臨床工

学技士

79 丸山 一男 三重大学大学院
医学系研究科 麻酔集中治
療学

医師

80 宮川 哲夫 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

81 森沢 知之 順天堂大学保健医療学部 理学療法学科 理学療法士
82 森永 俊彦 JCHO 下関医療センター 麻酔科 医師
83 茂呂 悦子 自治医科大学附属病院 看護部 看護師
84 山内 順子 社会医療法人弘道会萱島生野病院 麻酔科 医師
85 山下 幸一 日本赤十字社 高知赤十字病院 麻酔科 医師
86 山本 信章 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

87 横山 俊樹 公立陶生病院
呼吸器・アレルギー疾患
内科

医師

88 横山 仁志 聖マリアンナ医科大学病院 リハビリテーション部 理学療法士
89 吉岡 淳 群馬パース大学大学院 保健科学研究科 臨床工学技士

90 吉田 健史 大阪大学大学院医学系研究科
生体統御医学麻酔・集中
治療医学講座

医師

91 四本 竜一 東邦大学医療センター大森病院 看護部 看護師

92 渡部 晋一 倉敷中央病院
総合周産期母子医療セン
ター

医師


