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１．会議日程 
 

全国国公立大学病院集中治療部看護師長会議日程 
 

（１）日 時 

    平成３０年２月９日(金) 9：30 ～ 12：00 

 

（２）会 場 

    琵琶湖ホテル ３階「瑠璃」  

    

（３）日 程 

     9:00 ～ 9:30  受 付 

 

     9:30 ～ 9:40  開 会 

当番大学挨拶  看護部長 西村 路子 

 

     9:40 ～10:40  グループディスカッション 

 

    10:40 ～12:00  グループ毎に協議内容発表・全体協議 

             司会：小越 優子 

             ＊１グループあたり発表時間４分、質疑３分程度 

 

    12:00      閉 会 

 

     12:00 ～13:00  昼 食（同会場） 

 

    13:30 ～17:00  第 33回全国国公立大学病院集中治療部協議会 

会場：３階「瑠璃」 
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　２．出席者名簿
大　　学　　名 職　名 氏　名

北海道大学病院 ＩＣＵ・救急部　看護師長 岩本　満美

旭川医科大学病院 集中治療部ﾅｰｽ･ｽﾃｰｼｮﾝ　看護師長 清水　由美子

弘前大学医学部附属病院 集中治療部　看護師長 赤牛　留美子

東北大学病院 集中治療部　看護師長(ICU1) 須東　光江

集中治療部　看護師長(ICU2) 坂本　千尋

集中治療部　看護師長(ICU3) 庄子　由美

秋田大学医学部附属病院 集中治療部　看護師長(ICU1) 竹園　陽子

山形大学医学部附属病院 高度集中治療センター　看護師長 布川　真記

筑波大学附属病院 小児ICU　看護師長 飯田　育子

ICU　看護師長 松田　武賢

群馬大学医学部附属病院 集中治療部　看護師長 佐藤　綾子

千葉大学医学部附属病院 救急部・集中治療部　看護師長 竹内　純子

東京大学医学部附属病院 ICU1　看護師長 荒木　知美

ICU2　看護師長 鳩宿　あゆみ

東京医科歯科大学医学部附属病院 集中治療部　看護師長 高橋　洋子

新潟大学医歯学総合病院 集中治療部　ＩＣＵ看護師長 五十嵐　実花子

富山大学附属病院 集中治療部　看護師長 木本　久子

金沢大学附属病院 集中治療部　看護師長 辻　千芽

福井大学医学部附属病院 集中治療部　看護師長 桒原　勇治

山梨大学医学部附属病院 集中治療部　看護師長 岡村　真由美

信州大学医学部附属病院 集中治療部　看護師長 高尾　ゆきえ

岐阜大学医学部附属病院 高次救急治療センター　看護師長 宮部　美香子

浜松医科大学医学部附属病院 集中治療部　看護師長 目秦　文子

名古屋大学医学部附属病院 集中治療部　看護師長(EMICU) 小楠　香織

三重大学医学部附属病院 救命集中治療センター・集中治療部　看護師長 林　智世

京都大学医学部附属病院 救急部・集中治療部　看護師長 足立　由紀

大阪大学医学部附属病院 集中治療部　看護師長（東4） 植園　法子

神戸大学医学部附属病院 集中治療部　看護師長 田仲　みどり

鳥取大学医学部附属病院 高次集中治療部　看護師長 渡邊　仁美

島根大学医学部附属病院 集中治療部　看護師長 金築　きよ美

岡山大学病院 集中治療部（看護）　看護師長 服部　芳枝

集中治療部（東３）　看護師長 岩谷　美貴子

広島大学病院 集中治療部　看護師長 佐々邊　やよい

外科系集中治療部　看護師長 林　裕子

山口大学医学部附属病院 集中治療部　看護師長 大田　弘子

徳島大学病院 救急集中治療部　看護師長 中山　志津

香川大学医学部附属病院 集中治療部　看護師長 橋田　由吏

愛媛大学医学部附属病院 集中治療部　看護師長 新居　由香

集中治療部　看護師長 竹森　香織

高知大学医学部附属病院 集中治療部　看護師長 大坪　佳代

九州大学病院 集中治療部　看護師長 松本　由香

佐賀大学医学部附属病院 集中治療部　看護師長 田篭　康洋

長崎大学病院 集中治療部　看護師長　 赤星　衣美

熊本大学医学部附属病院 集中治療部　看護師長 塘田　貴代美

大分大学医学部附属病院 集中治療部　看護師長 藤松　みずほ

宮崎大学医学部附属病院 集中治療部　看護師長 海江田　ちえみ
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大　　学　　名 職　名 氏　名

鹿児島大学病院 集中治療部　看護師長 川畑　美賀

琉球大学医学部附属病院 集中治療部　看護師長 山川　知美

札幌医科大学附属病院 集中治療部　看護師長 伊藤　えり子

福島県立医科大学附属病院 集中治療部　看護師長 渡部　ますい

名古屋市立大学病院 ICUCCU　主任 丸谷　幸子

京都府立医科大学附属病院 ICU　看護師長 髙垣　忍

PICU　看護師長 堀井　匡子

ICU　副看護師長 竹中　千恵

PICU　副看護師長 辻尾　有利子

PICU　副看護師長 長谷川　佳子

大阪市立大学医学部附属病院 集中治療部　看護師長 瀬脇　純子

奈良県立医科大学附属病院 集中治療部　看護師長 稲田　充代

和歌山県立医科大学附属病院 救急・集中治療部　看護師長 内芝　秀樹

産業医科大学病院 集中治療部　看護師長 萩原　由美
防衛医科大学校病院 集中治療部　看護師長 細井　聖也

滋賀医科大学医学部附属病院 救急集中治療部　看護師長 小越　優子

救急集中治療部　副看護師長 武部　裕美

救急集中治療部　副看護師長 石川　真

3



 ３．グループ表

第１グループ　「新卒者教育について」

大　　学　　名 役　　職 名　　前 役割 お弁当

山形大学医学部附属病院 高度集中治療センター　看護師長 布川　真記 ○

富山大学附属病院 集中治療部　看護師長 木本　久子 ○

山梨大学医学部附属病院 集中治療部　看護師長 岡村　真由美 司会 ○

広島大学病院 外科系集中治療部　看護師長 林　裕子 ○

香川大学医学部附属病院 集中治療部　看護師長 橋田　由吏 ○

九州大学病院 集中治療部　看護師長 松本　由香 書記 ×

京都府立医科大学附属病院 PICU　副看護師長 辻尾　有利子 発表 ○

第２グループ　「新卒者教育について」

大　　学　　名 役　　職 名　　前 役割 お弁当

弘前大学医学部附属病院 集中治療部　看護師長 赤牛　留美子 司会 ○

岐阜大学医学部附属病院 高次救急治療センター　看護師長 宮部　美香子 ○

岡山大学病院 集中治療部（看護）　看護師長 服部　芳枝 書記 ○

山口大学医学部附属病院 集中治療部　看護師長 大田　弘子 ○

琉球大学医学部附属病院 集中治療部　看護師長 山川　知美 発表 ○

京都府立医科大学附属病院 PICU　副看護師長 長谷川　佳子 ○

産業医科大学病院 集中治療部　看護師長 萩原　由美 ○

第３グループ　「既卒者教育について」

大　　学　　名 役　　職 名　　前 役割 お弁当

東京大学医学部附属病院 ICU2　看護師長 鳩宿　あゆみ 発表 ○

新潟大学医歯学総合病院 集中治療部　ＩＣＵ看護師長 五十嵐　実花子 ○

滋賀医科大学医学部附属病院 救急集中治療部　副看護師長 武部　裕美 ○

京都大学医学部附属病院 救急部・集中治療部　看護師長 足立　由紀 ○

名古屋市立大学病院 ICUCCU　主任 丸谷　幸子 ○

大阪市立大学医学部附属病院 集中治療部　看護師長 瀬脇　純子 司会 ○

防衛医科大学校病院 集中治療部　看護師長 細井　聖也 書記 ×

第４グループ　「看護提供方式について」

大　　学　　名 役　　職 名　　前 役割 お弁当

千葉大学医学部附属病院 救急部・集中治療部　看護師長 竹内　純子 司会 ○

滋賀医科大学医学部附属病院 救急集中治療部　看護師長 小越　優子 ○

広島大学病院 集中治療部　看護師長 佐々邊　やよい ○

高知大学医学部附属病院 集中治療部　看護師長 大坪　佳代 書記 ○

宮崎大学医学部附属病院 集中治療部　看護師長 海江田　ちえみ ○

札幌医科大学附属病院 集中治療部　看護師長 伊藤　えり子 発表 ○

福島県立医科大学附属病院 集中治療部　看護師長 渡部　ますい ○

第５グループ　「倫理教育・倫理的問題への対応」

大　　学　　名 役　　職 名　　前 役割 お弁当

旭川医科大学病院 集中治療部ﾅｰｽ･ｽﾃｰｼｮﾝ　看護師長 清水　由美子 司会 ○

東京医科歯科大学医学部附属病院 集中治療部　看護師長 高橋　洋子 ○

金沢大学附属病院 集中治療部　看護師長 辻　千芽 ○

滋賀医科大学医学部附属病院 救急集中治療部　副看護師長 石川　真 ○

愛媛大学医学部附属病院 集中治療部　看護師長 竹森　香織 書記 ○

京都府立医科大学附属病院 PICU　看護師長 堀井　匡子 発表 ○

奈良県立医科大学附属病院 集中治療部　看護師長 稲田　充代 ×
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第６グループ　「終末期医療への取り組み」

大　　学　　名 役　　職 名　　前 役割 お弁当

東北大学病院 集中治療部　看護師長(ICU3) 庄子　由美 司会 ×

筑波大学附属病院 ICU　看護師長 松田　武賢 書記 ×

東京大学医学部附属病院 ICU1　看護師長 荒木　知美 ○

浜松医科大学医学部附属病院 集中治療部　看護師長 目秦　文子 ○

名古屋大学医学部附属病院 集中治療部　看護師長(EMICU) 小楠　香織 ○

京都府立医科大学附属病院 ICU　副看護師長 竹中　千恵 ○

和歌山県立医科大学附属病院 救急・集中治療部　看護師長 内芝　秀樹 発表 ×

第７グループ　「ICUにおける質評価について」

大　　学　　名 役　　職 名　　前 役割 お弁当

東北大学病院 集中治療部　看護師長(ICU2) 坂本　千尋 ×

筑波大学附属病院 小児ICU　看護師長 飯田　育子 司会 ×

鳥取大学医学部附属病院 高次集中治療部　看護師長 渡邊　仁美 ○

島根大学医学部附属病院 集中治療部　看護師長 金築　きよ美 発表 ×

岡山大学病院 集中治療部（東３）　看護師長 岩谷　美貴子 ○

佐賀大学医学部附属病院 集中治療部　看護師長 田篭　康洋 書記 ○

大分大学医学部附属病院 集中治療部　看護師長 藤松　みずほ ○

京都府立医科大学附属病院 ICU　看護師長 髙垣　忍 ○

第８グループ　「診療報酬との関連について：診療報酬や重症度評価改定への要望等」

大　　学　　名 役　　職 名　　前 役割 お弁当

北海道大学病院 ＩＣＵ・救急部　看護師長 岩本　満美 司会 ○

東北大学病院 集中治療部　看護師長(ICU1) 須東　光江 ×

群馬大学医学部附属病院 集中治療部　看護師長 佐藤　綾子 書記 ○

大阪大学医学部附属病院 集中治療部　看護師長（東4） 植園　法子 発表 ×

愛媛大学医学部附属病院 集中治療部　看護師長 新居　由香 ○

長崎大学病院 集中治療部　看護師長　 赤星　衣美 ○

鹿児島大学病院 集中治療部　看護師長 川畑　美賀 ○

第９グループ　「地域との連携について」

大　　学　　名 役　　職 名　　前 役割 お弁当

秋田大学医学部附属病院 集中治療部　看護師長(ICU1) 竹園　陽子 ○

福井大学医学部附属病院 集中治療部　看護師長 桒原　勇治 書記 ○

信州大学医学部附属病院 集中治療部　看護師長 高尾　ゆきえ ○

三重大学医学部附属病院 救命集中治療センター・集中治療部　看護師長 林　智世 司会 ○

神戸大学医学部附属病院 集中治療部　看護師長 田仲　みどり 発表 ○

徳島大学病院 救急集中治療部　看護師長 中山　志津 ○

熊本大学医学部附属病院 集中治療部　看護師長 塘田　貴代美 ○
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琵琶湖ホテル　３階「瑠璃」 ☆＝司会、書記、発表

第１Ｇ

山形大学　　　　布川　真記 ☆ 弘前大学　　　　赤牛　留美子

富山大学　　　　木本　久子 岐阜大学　　　　宮部　美香子

☆ 山梨大学　　　　岡村　真由美 ☆ 岡山大学　　　　服部　芳枝

広島大学　　　　林　裕子 第２Ｇ 山口大学　　　　大田　弘子

香川大学　　　　橋田　由吏 ☆ 琉球大学　　　　山川　知美

☆ 九州大学　　　　松本　由香 京都府立医科大学　長谷川　佳子

☆ 京都府立医科大学　辻尾　有利子 産業医科大学　萩原　由美

☆ 東京大学　　　　　　鳩宿　あゆみ

新潟大学　　　　　　五十嵐　実花子

滋賀医科大学　　　武部　裕美 第３Ｇ

京都大学　　　　　　足立　由紀

名古屋市立大学　　丸谷　幸子

第４Ｇ ☆ 大阪市立大学　　　瀬脇　純子

☆ 防衛医科大学　　　細井　聖也 第５Ｇ

☆ 千葉大学              竹内　純子 ☆ 旭川医科大学　　清水　由美子

滋賀医科大学　　　小越　優子 東京医科歯科大学　　高橋　洋子

広島大学　　　　　　佐々邊　やよい 金沢大学　　　　　辻　千芽

☆ 高知大学　　　　　　大坪　佳代 滋賀医科大学　　石川　真

宮崎大学　　　　　　海江田　ちえみ ☆ 愛媛大学　　　　　竹森　香織

☆ 札幌医科大学　　　伊藤　えり子 ☆ 京都府立医科大学　　堀井　匡子

福島県立大学　　　渡部　ますい 奈良県立医科大学　　稲田　充代

☆ 東北大学　　　　　　庄子　由美

☆ 筑波大学　　　　　　松田　武賢 第６Ｇ

東京大学　　　　　　荒木　知美

浜松医科大学　　　目秦　文子

名古屋大学　　　　小楠　香織 第８Ｇ

第７Ｇ 京都府立医科大学　竹中　千恵

☆ 和歌山県立医科大学　内芝　秀樹

東北大学　　　　坂本　千尋 北海道大学　　　　岩本　満美

☆ 筑波大学　　　　飯田　育子 東北大学　　 　　　須東　光江

鳥取大学　　　　渡邊　仁美 ☆ 群馬大学　　　　　　佐藤　綾子

☆ 島根大学　　　　金築　きよ美 ☆ 大阪大学　　 　　　植園　法子

岡山大学　　　　岩谷　美貴子 愛媛大学　　　 　　新居　由香

☆ 佐賀大学　　　　田篭　康洋 長崎大学　　　 　　赤星　衣美

大分大学　　　　藤松　みずほ 鹿児島大学　　　　川畑　美賀

京都府立医科大学　　髙垣　忍

秋田大学　　　　竹園　陽子

☆ 福井大学　　　　桒原　勇治

信州大学　　　　高尾　ゆきえ 第９Ｇ
☆ 三重大学　　　　林　智世

☆ 神戸大学　　　　田仲　みどり

徳島大学　　　　中山　志津

熊本大学　　　　塘田　貴代美

お
茶
・
コ
ー

ヒ
ー

出入口

４．座席表

司
会

スクリーン

荷
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場

出入口
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大
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愛
媛
大
学

PC
操作台
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５．グループディスカッションテーマ 

第１グループ：新卒者教育について 
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第２グループ：新卒者教育について 
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第３グループ：既卒者教育について 
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第４グループ：看護提供方式について 
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第５グループ：倫理教育・倫理的問題への対応 
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第６グループ：終末期医療への取り組み 
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第７グループ：ＩＣＵにおける質評価について 
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第８グループ：診療報酬との関連について：診療報酬や重症度評価改定への要望等 
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第９グループ：地域との連携について 
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国公立大学病院集中治療部協議会看護師長会規約 

（名称） 

第１条 本会は、国公立大学病院集中治療部協議会看護師長会（以下「看護師長会」とい

う。）と称する。 

 

（目的） 

第２条 看護師長会は、国公立大学病院集中治療部看護師長の連携を図り、集中治療部の

管理運営、集中ケアに関わる諸問題を協議し、相互の理解を深めるとともに、看護の質 

向上を図ることを目的とする。 

 

（構成） 

第３条 看護師長会は、国公立大学病院集中治療部看護師長で構成する。 

 

（事業） 

第４条 看護師長会は第２条の目的を達成するために次の事業を行う。 

  （１）集中治療部の管理、運営に関する事業 

  （２）集中ケアに関する教育・研究事業 

  （３）集中治療部協議会への助言・報告 

  （４）その他看護師長会の目的を達成するために必要な事業 

 

（運営） 

第５条 看護師長会は、当番校によって運営される。 

  （１）看護師長会は年１回を定例とする。 

  （２）当番校は、その年の集中治療部協議会の当番校とする。 

  （３）看護師長会の開催とその運営は、当番校の集中治療部看護師長があたる。 

  （４）看護師長会のメーリングリストのコーディネーターは、当番校の看護師長があ 

たる。 

 

（任期） 

第６条 当番校の任期は看護師長会終了の翌日より次期看護師長会当日までの１年とする。

また、次の当番校を補佐し、会が継続的にその目的を達成する任を担うものする。 

 

（その他） 

第７条 看護師長会の開催に当たっての必要経費は、当番校の責任において徴収し、処理

する。 

 

附 則 

本規約は平成 24 年１月 27 日より施行する。 
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メモ 
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