
委員会 氏　名 所　属

 年次大会委員会  ◎諌山　三絵  福岡大学病院

　　朝井　志穂  北海道大学病院

　　三浦　順子  東北医科薬科大学病院

　　金子　美紀  大分大学医学部附属病院

　　奥田　厚子  手稲渓仁会病院

 編集委員会  ◎河合　桃代  平成帝京大学ヒューマンケア学部看護学科

    坂本　 文子  健康科学大学看護学部

    木村　 三香  宮城大学看護学群

    草柳かほる  平成帝京大学ヒューマンケア学部看護学科

    佐藤　 澄子  杏林大学保健学部看護学科

    中村   裕美  茨城キリスト教大学看護学部看護学科

＊安藤　 宗司  東京理科大学理工学部情報科学科

 教育統括委員会  ◎三枝　 典子  前橋赤十字病院

 ○渡部みずほ  越谷市立病院

 ○坂本 　文子  健康科学大学看護学部

 ○中村　 裕美  茨城キリスト教大学看護学部看護学科

 ○野瀬　 珠美  大阪市立総合医療センター

 ○佐藤　 澄子  杏林大学保健学部看護学科

    倉藤　 晶子  日本医科大学付属病院

    宇山　 珠美  京都府立医科大学附属病院

    中西　 恵子  広島市立広島市民病院

    木村　 三香  宮城大学看護学群

　　横田富美子  医療法人秋葉病院

　　一ノ澤斉子  NTT東日本関東病院

　　岡﨑　政秀  高度・急性期医療センター公立昭和病院

（清潔野）  ○古島　幸江  自治医科大学看護学部

　　後藤　紀久  岐阜大学医学部附属病院

 　 山口　紀子  昭和大学認定看護師教育センター

 ＊岡﨑　大輔  東京逓信病院

 ＊宗和　 　守  大阪府済生会富田林病院

 ＊石田　達也  済生会横浜市東部病院

 調査研究委員会  ◎渋谷　豊克  八尾徳洲会総合病院

    木村　三香  宮城大学看護学群

    山口　　 円  兵庫医科大学臨床教育統括センター

＊今井恵美子  愛媛大学医学部附属病院

 広報委員会  ◎草柳かほる  帝京平成大学ヒューマンケア学部看護学科

　　前田　   浩  順天堂大学医学部附属順天堂医院

 ＊飯塚　由記  水戸医療センター

 ＊貝沼　   純  福島県立医科大学附属病院

 安全管理委員会  ◎渋谷　豊克  八尾徳洲会総合病院

 （医療安全）  ○亀森 　康子  自治医科大学附属さいたま医療センター
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　　三浦　順子  東北医科薬科大学病院

 （感染管理）  ○渋谷　豊克  八尾徳洲会総合病院

 （災害関連）  ○松本　亜矢  仙台赤十字病院

    渋谷　豊克  八尾徳洲会総合病院

   ミルズしげ子  長野保健医療大学

 ＊佐藤　由美  みやぎ県南中核病院

 ＊小木　裕子  市立奈良病院

 （医療安全調査機構） 　 各地区会長

 学会認定制度委員会  ◎山口　 紀子  昭和大学認定看護師教育センター

　  坂本　 文子  健康科学大学看護学部

 　 古島　 幸江  自治医科大学看護学部

　  石田　 静恵  富山県済生会高岡病院

 ＊堀口奈津美  公立富岡総合病院

 倫理審査委員会  ◎中村　裕美  茨城キリスト教大学看護学部看護学科

　  木村　三香  宮城大学看護学群

    坂本　文子  健康科学大学看護学部

 ＊石橋まゆみ  昭和大学認定看護師教育センター

 ≪外部委員≫

    佐藤　弘之  東京大学大学院医学系研究科医療倫理学

    蒔田　 　覚  蒔田法律事務所

 　 酒井美絵子  武蔵野大学看護学部

 国内・国際学会委員会  ≪国内学会≫

 （看保連）  ◎ミルズしげ子  長野保健医療大学

 （周術期管理チーム委員会）  ○山本　千恵  倉敷中央病院

    木村　 三香  宮城大学看護学群

    横田　富美子  医療法人秋葉病院

    山口　　 円  兵庫医科大学臨床教育統括センター

 （看護系学会協議会）     古島　幸江  自治医科大学看護学部

 ≪国際学会≫

 （ASIORNA・AORN） 　◎ミルズしげ子  長野保健医療大学

　  中村　裕美  茨城キリスト教大学看護学部看護学科

 学会あり方委員会  

 （組織体制の再構築） 　　ミルズしげ子  長野保健医療大学

　　山本　 千恵  倉敷中央病院

　　木村　 三香  宮城大学看護学群

　　後藤    紀久  岐阜大学医学部附属病院

　　三枝　  典子  前橋赤十字病院

 （診療報酬）  ◎徳山　   薫  東京大学医学部附属病院

 〇山本　千恵  倉敷中央病院

　　ミルズしげ子  長野保健医療大学

　  原  健太朗  長崎医療センター

    大﨑　健吾  高知大学医学部附属病院

 ＊井上　 貴裕  千葉大学医学部附属病院

 （特定行為）  ◎山口　　円  兵庫医科大学臨床教育統括センター



　　木村　三香  宮城大学看護学群

　　渋谷　豊克  八尾徳洲会総合病院

 ＊今井恵美子  愛媛大学医学部附属病院

 （手術看護の質の評価）  ◎木村　三香  宮城大学看護学群

 ＊斉藤　美香  盛岡赤十字病院

 ＊豊島　康仁  大阪市立総合医療センター

 認定看護師委員会  ◎野瀬　珠美  大阪市立総合医療センター

　　岡﨑　政秀  高度・急性期医療センター公立昭和病院

 ＊松沼　早苗  自治医科大学附属病院

（CNワーキング） ＊太田　 裕馬  社会医療法人北海道循環器病院

＊工藤   瑞穂  八戸赤十字病院

＊島崎由希子  岩手医科大学附属病院

＊宮川久美子  福井医科大学附属病院

＊岡﨑   大輔  東京逓信病院

＊佐藤明日美  JCHO中京病院

＊松原   昌城  医療法人社団英明会大西脳神経外科病院

＊田中　    猛  JA廣島総合病院

＊松尾　 初美  香川大学医学部附属病院

＊穴井　 祐介  医療法人原三信病院

（研究ワーキング） ＊松沼   早苗  自治医科大学附属病院

＊荒木田真子  東京女子医科大学病院

＊中村   昌夫  日赤愛知医療センター名古屋第二病院

＊須田   義恵  山形大学医学部附属病院

 選挙管理委員会  各地区会長（９名）・事務局

プロジェクト 氏名 所属

 基準・手順見直し  ◎山口　　 円  兵庫医科大学臨床教育統括センター

　　倉藤　晶子  日本医科大学付属病院

 会計（財務）  ◎横田　富美子  医療法人秋葉病院

　　渡部　みずほ  越谷市立病院


