
北海道支部 

１．2020年度活動計画 

１）第11回総会 年1回  開催予定 

日時・場所：2020年 未定  

２）第11回  北海道支部研修会 

 日時・場所：2020年 未定 

３）役員会（幹事会・運営委員会・世話人会など） 

 年開催 未定 

 

２．2020年度運営役員 

役割  氏名 所属施設 

支部長 土佐 理恵子 市立札幌病院 

副支部長 塩谷 光彦 北海道大野記念病院 

 東后 真奈美 札幌麻生脳神経外科病院 

幹事 長屋 健三 奈井江町立国民健康保険病院 

 椎谷 由以 KKR札幌医療センター 

 石澤 早苗 札幌しらかば台篠路病院 

 前田 孝則 札幌禎心会病院 

 木村 理恵 

伊藤 美里 

伊藤 由佳 

新妻 美鈴 

浅野 紳次郎 

黒田 いく子 

鈴木 大輔 

勤医協中央病院 

札幌西円山病院 

恵佑会札幌病院 

札幌白石記念病院 

札幌渓仁会リハビリテーション病院 

クラーク病院 

三樹会病院 

 

３．2019年度活動内容 

１）第10回 ICNJ北海道支部総会 

 日 時：2019年6月22日（土）10：30～11：00 

 場 所：アスティ45 ACU16階 中研修室1606 

 参加者(委任状含)：一般会員81名、法人会員21社） 

２）支部会（研修会・セミナー） 

（1）第9回 道南ブロック研修会 

 日 時：2019年7月6日（土）13：00～16：20 

 場 所：函館五稜郭病院 参加者：129名 

 テーマ：尿路感染対策～介護（ケア）する側・される側の立場から～ 

（2）第3回 日胆ブロック研修会 

 日 時：2019年9月7日（土）11：30～16：25 

 場 所：グランドホテルニュー王子 参加者：140名 

 テーマ：みんなを守る感染対策 

（3）第5回 空知ブロック研修会 

 日 時：2019年9月28（土）12：00～16：00 

 場 所：砂川市立病院 参加者：66名 

 テーマ：繋がろう、私たち地域の感染対策～病院・施設・在宅、いろいろな職種のかかわりを通して～ 

（4）第10回ICNJ北海道支部研修会 

 日 時：2019年10月19日（土）12：30～16：30 

 場 所：札幌国際ビル8階 

 参加者：64名 

 テーマ：CREとCPE-基礎から感染制御まで‐ 

講 師：住友病院 幸福知己先生 

一般演題道内CNICから発表 



３）役員会 

 6回開催 

 場 所：市立札幌病院 会議室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



東北支部 

１． 2020年度活動計画 

１）第11回総会 年1回  開催予定 

日 時：未定 

 場 所：未定 

２）支部会（研修会・セミナー） 年1回 

第11回 東北支部研修会 

 日 時：未定 

 場 所：未定 

 テーマ：未定 

 講 師：未定 

３）役員会（幹事会・運営委員会・世話人会など） 

 年2回開催予定 

 

２．2020年度運営役員 

役割 氏名 所属施設 

支部長 早坂 たけみ （財）広南会広南病院 

事務局 阿部 則子 みやぎ県南中核病院 

監事 菊地 努 岩手県立二戸病院 

委員 北山 優子 健生病院 

 安藤 松吾 男鹿みなと市民病院 

 野田 みさ子 三友堂病院 

 茨木 直子 大原総合病院 

   

 

３．2019年度活動内容 

１）第 10回総会 

 日 時：2019年 8月 31日（土）11：30～11：50 

 場 所：仙台国際センター3階 

 参加者(委任状含)：一般会員 37名、法人会員 0名 

２）支部会（研修会・セミナー） 

第 10回 ICNJ東北支部研修会 

 日 時：2019年 8月 31日（土）13：30～14：10 

 場 所：仙台国際センター3階 

 参加者：35名（非会員 0名） 

 テーマ：「人の行動・感情から考える感染対策」 

講 師：草場 恒樹先生 

（モレーンコーポレーション代表取締役社長） 

３）役員会 

 2回開催 

 場 所：①あわぎんホール 徳島県郷土文化会館 3F 

②神奈川県横浜市中区桜木町 1-1-67クロスゲートシティ４Ｆ 

 

https://tabelog.com/kanagawa/
https://tabelog.com/kanagawa/
https://tabelog.com/kanagawa/C14104/C37971/rstLst/


関東支部 

１． 2020年度活動計画 

１）第6回総会 

日 時：2020年11月14日(土)11：00～11：30 

 場 所：秋葉原UDX WEB開催 

２）支部会（研修会・セミナー）  年3回 

（1）第6回関東支部研修会 

 日 時：2020年11月14日（土）10：00～16：30 

 場 所：秋葉原UDX WEB開催 

 テーマ：未定 

 講 師：未定 

 （2）第4回CITA(臨床感染症看護教育研究会) 

 （3）第5回CITA(臨床感染症看護教育研究会) 

 場 所：未定 

 テーマ：臨床感染症看護 

 講 師：未定 

３）役員会（幹事会・運営委員会・世話人会など） 

  年3回開催予定 

 

 

２．2020年度運営役員 

役割 氏名 所属施設 

支部長 藤田 昌久 日本医科大学付属病院 

副支部長 駒場 瑠美子 川崎市健康福祉課 

 鈴木 美保 千葉市立青葉病院 

監事 菅野 みゆき 東京慈恵会医科大学附属柏病

院 

 古澤 由美子 社会福祉ふれあいコープ 

幹事 坂木 晴世 独立行政法人国立病院機構西

埼玉中央病院 

 

 

渡辺 美智代 社会福祉法人仁生社江戸川病

院 

 雨宮 みち 医療法人社団亮正会総合高津

中央病院 

 根本 恵子 公益社団法人地域医療振興協

会東京ベイ・浦安市川病院 

 池田 知子 埼玉医科大学総合医療センタ

ー 

 菅野 勝司 独立行政法人国立機構霞ヶ浦

医療センター   

 刑部 妙子 群馬県立がんセンター 

 小林 由美江 足利赤十字病院 

 斉藤 麻里 東京慈恵会医科大学附属病院 

 荒井 千恵子 医療法人社団愛友会上尾中央

総合病院 

 武井 千恵子 茨城県立こども病院 

 笠間 秀一 東邦大学 

事務局 東京都千代田区飯田橋3-11-15 

UEDAビル6階 株式会社クバプロ内 

 

３．2019年度活動内容 

１）第5回総会 



 日 時：2019年11月19日（土）11：00～11：30 

 場 所：秋葉原UDX GALLERY 

 参加者(委任状含)：一般会員181名、法人会員75名 

２）支部会（研修会・セミナー） 

（1）第5回地方会研修会 

 日 時：2019年11月19日（土）10：00～11：00 13：10～16：30 

 場 所：秋葉原UDX GALLERY 

 参加者：181名（非会員75名） 

 テーマ：感染管理におけるリスクコミュニケーション 

（2）第2回CITA（臨床感染症看護教育研究会） 

 日 時：2019年7月6日（土）10：30～16：30 

 場 所：秋葉原UDX NEXT3 

 参加者：46名 

 テーマ：臨床感染症看護 

 講師：森澤 雄司先生 

（3）第3回CITA（臨床感染症看護教育研究会） 

日 時：2020年3月14日（土）10：30～16：30 

場 所：秋葉原UDX NEXT1 

参加者：26名（WEB参加30名） 

テーマ：臨床感染症看護 

講師：西岡 みどり先生 

３）役員会 

 3回開催 

第1回 2019年5月19日（日） 

 場 所：日本医科大学付属病院 本館 

 第2回 2019年10月6日（日） 

 場 所：日本医科大学付属病院 本館 

 第3回 2020年1月19日（日） 

 場 所：日本医科大学付属病院 本館 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



甲信越支部 

１．2020年度活動計画 

１）第11回総会 年1回  開催予定 

日 時：2020年11月29日（日）予定 

場 所：新潟県の予定 

２）支部会（研修会・セミナー） 年1回 

第11回 支部地方会  開催予定 

 日 時：2020年11月29日（日）予定 

 場 所：新潟県の予定 

 内 容：各県1題の実践報告および特別講演2題 

 講 師：検討中 

３）役員会（幹事会・運営委員会・世話人会など） 

  年3回開催予定 

 

２．2020年度運営役員 

役割  氏名 所属施設 

支部長 水内 豊 川西赤十字病院 

事務局 目崎 恵 新潟大学地域医療教育センタ

ー魚沼基幹病院 

 青木 美栄子 新潟大学医歯学総合病院 

 加賀美 香織 笛吹中央病院 

監事 九川 卓也 市立甲府病院 

 藤極 友昭 浅間南麓こもろ医療センター 

 

３．2019年度活動内容 

１）第 10回総会 

 日 時：2019年 11月 9日（土）12：20～12：30 

 場 所：長野県「佐久平交流センター」 

 参加者(委任状含)：一般会員 35名、法人会員 21名 

２）支部地方会（研修会・セミナー） 

第 10回 支部地方会 

 日 時：2019年 11月 9日（土）12：45～16：45 

 場 所：長野県「佐久平交流センター」 

 参加者：59名（うち非会員 3名） 

 内 容：各県１題の実践報告および特別講演 

（1）「薬剤耐性（AMR）対策の現状とアクションプランの課題」 

講 師：国立国際医療研究センター病院 AMR臨床リファレンスセンター  具 芳明先生 

（2）「12年にわたる北信感染症ネットワークにおける薬剤師活動報告と AST加算における薬剤師活動より感染

管理担当看護師に望むこと」 

 講 師：飯山赤十字病院  安岡 信弘先生 

３）役員会  年４回開催 

 (1) 5/24 9：00～10：00 あわぎんホール 

 (2) 7/20 10：30～12：00 佐久平交流センター 

 (3) 10/22 10：30～12：00 佐久平交流センター 

 (4) 10/9 10：30～12：00 佐久平交流センター 

 



東海北陸支部 

１． 2020年度活動計画 

１）第28回総会 年1回  開催予定 

日 時：2020年11月23日(月)  10：35～10：50 

 場 所：ウインク愛知 

２）第28回支部会（研修会） 年1回 

 日 時：2020年11月23日（月）10：50～15：00 

 場 所：ウインク愛知 

 テーマ：実践報告と特別講演 

 講 師：未定 

３）役員会（幹事会・運営委員会・世話人会など） 

  年2回開催予定（6月6日，7月11日） 

 

 

２． 2020年度運営役員 

役割  氏名 所属施設 

支部長 畠山 和人 研伸学園 一宮研伸大学 

副支部長 細田 清美 福井県済生会病院 

事務局 

 

会計 

 

書記 

監事 

 

住田 千鶴子 

田上 由紀子 

谷畑 祐子 

伊藤 和恵 

近藤 祐子  

菱田 好恵 

澤木 ゆかり 

稲沢市民病院 

名古屋市立大学病院 

金沢医科大学氷見市民病院 

桑名市総合医療センター 

石川県立中央病院 

岐阜県総合医療センター 

浜松医科大学病院 

 

３．2019年度活動内容 

１）第 27回総会 

 日 時：2019年 12月 7日（土）10：30～10：50 

 場 所：ウインク愛知 

 参加者(委任状含)：一般会員 102名、法人会員 7名 

２）第 27回支部会（研修会） 

 日 時：2019年 12月 7日（土）10：50～15：00 

 場 所：ウインク愛知 

 参加者：109名（非会員 7名） 

 テーマ：汚物処理室の環境対策について 

岐阜県総合医療センターの菱田好恵氏から「ゾーニングを考えた環境改善の取り組み」、公立陶生病院の須

川真規子氏から「汚物室の環境整備」について報告後，グループディスカッションを行った。討議内容は各

グループからの報告で共有を図った。 

特別講演は「心を通わせるコミュニケーション術～ユーモアは人と人との潤滑油」として三重大学特任教授・

落語家三代目 林家菊丸師匠より講演と落語を拝聴した。 

３）役員会 

 2回開催（6月 1日，7月 20日） 

 場 所：名駅モリシタ名古屋駅前中央店 

 

 



近畿支部 

１． 2020年度活動計画 

１）第13回総会 

 日 時：2020年10月17日（土）10：00～10：15 

 場 所：CIVI研修センター新大阪東 

２）地方会（研修会） 

 日 時：2020年10月17日（土）10：20～16：30 

 場 所：CIVI研修センター新大阪東 

 テーマ：感染管理教育について（予定） 

 講 師：矢野邦夫先生、内藤知佐子先生 

３）役員会（幹事会・運営委員会・世話人会など） 

  年4回開催予定 

 

２．2020年度運営役員 

役割  氏名 所属施設 

支部長 川西 史子 大阪医科大学附属病院 

副支部長 高橋 尚子 北播磨総合医療センター 

 
西 真由美 医療法人明和病院 

事務局 森野 幸代 市立岸和田市民病院 

 
濱中 悦子 

地方独立行政法人奈良県立病

院機構奈良県総合医療センタ 

― 

会計 山口 尚美 

地方独立行政法人大阪市民病

院機構大阪市立総合医療セン

ター 

 
谷山 絵梨子 三菱京都病院 

監査 太田 かおり 
独立行政法人労働者健康安全

機構和歌山労災病院 

 
本城 智絵 野洲市民病院 

世話人 八幡 眞理子 神戸大学医学部附属病院 

 小川 麻由美 済生会兵庫県病院 

 竹内 久枝 
地方独立行政法人加古川市民

病院機構加古川中央市民病院 

 荻田 千歌 医療法人橘会東住吉森本病院 

 藤本 憲明 大阪府済生会吹田病院 

 中川 佳子 大和郡山病院 

 井上 かおり 舞鶴医療センター 

 谷 久弥 彦根市立病院 

 尾﨑 かおり 
独立行政法人国立病院機構南

和歌山医療センター 

 

３．2019年度活動内容 

１）第 12回総会 

 日 時：2019年 10月 19日（土）10：00～10：15 

 場 所：スペースアルファ三宮 

 参加者(委任状含)：一般会員 76名、法人会員 59名 

２）地方会（研修会） 

 日 時：2019年 10月 19日（土）10：20～16：30 

 場 所：スペースアルファ三宮 



 参加者：76名（非会員 14名）、法人会員 59名 

テーマ：2020東京五輪観戦を 100倍楽しむ感染対策 

～輸入感染症に備える～ 

 教育講演および演習 

髙倉 俊二先生（東京空港検疫所支所） 

  堀 成美先生（国立国際医療研究センター） 

実践報告 

・大野 博美氏（りんくう総合医療センター） 

・中家 聖子氏（大阪府済生会茨木病院） 

３）役員会 

 3回開催 

 場 所：新大阪丸ビル本館、スペースアルファ三宮 

 



中国支部 

１． 2020年度活動計画 

１）第6回総会 開催予定 

日 時：2020年9月12日(土) 12：30～12：50 

 場 所：未定（岡山県内） 

 

２）支部会（研修会・セミナー） 年1回 

第6回 支部研修会 開催予定 

 日 時：2020年9月12日（土）13：00～16：30 

 場 所：未定（岡山県内） 

 テーマ：Covid-19への対応 

 講師：沖縄県立中部病院 高山 義浩先生 

３）役員会（幹事会・運営委員会・世話人会など） 

  年3回開催予定 

 

 

２．2020年度運営役員 

役割  氏名 所属施設 

支部長 今本 紀生 JA広島総合病院 

事務局 米田 桂子 養和病院 

会計 松田 真哉 川崎医科大学総合医療センタ

ー 

監事 村田 織江 マツダ病院 

 坪根 淑恵 下関医療センター 

県代表 山水 有紀子 広島赤十字・原爆病院 

 菅田 節子 

木口 隆 

岡山旭東病院 

岡山大学病院 

 山本 扶美江 山陽小野田市民病院 

 田中 宏壮 

目次 香 

中谷 知子 

杤本 浩紀 

石倉 淳子 

牧野 貴之 

周東総合病院 

山陰労災病院 

鳥取市立病院 

鳥取県立中央病院 

玉造病院 

大田市立病院 

 

３．2019年度活動内容 

１）第5回総会 

 日 時：2019年9月7日（土）12：30～12：50 

 場 所：米子コンベンションセンター 

 参加者(委任状含)：一般会員85名、法人会員0名 

２）支部会（研修会・セミナー） 

（1）第5回 支部研修会 

 日 時：2019年9月7日（土）13：00～16：30 

 場 所：米子コンベンションセンター 

 参加者：36名 

 テーマ：仕掛けてみよう！ 感染管理 

 講師：森井 大一先生 

３）役員会 

 3回開催 

 場 所：① あわぎんホール 

② 米子コンベンションセンター 

③ 横浜ベイホテル東急 



四国支部

１．2020年度活動計画 

１）第7回総会 年1回 

開催未定 

２）支部会（研修会・セミナー） 年1回 

開催未定 

３）役員会（幹事会・運営委員会・世話人会など） 

  年2回開催予定 

 

２．2020年度運営役員 

役割  氏名 所属施設 

支部長 金丸 昌史 徳島市民病院 

副支部長 西村 絵理 土佐市立土佐市民病院 

事務局 増田 奈  々 JCHO宇和島病院 

会計 間嶋 由美子 香川大学医学部附属病院 

監事 中川 いづみ 四国がんセンター 

県事務局 土居 世知 細木病院 

 近藤 惠子 東徳島医療センター 

 兵 明子 三豊総合病院 

世話人 近森 幹子 近森病院 

 浅井 雄治 松山市民病院 

 宇都宮 遼 四国がんセンター 

 増田 愛 回生病院 

 

３．2019年度活動内容 

１）第6回総会 

 日 時：2019年10月19日（土） 13：00～13：15 

 場 所：公益財団法人えひめ産業振興財団テクノプラザ愛媛  

 参加者(委任状含)：一般会員31名、法人会員28名 

２）支部会（研修会・セミナー） 

（1）第6回支部会 

 日 時：2019年10月19日（土） 13：20～16：30 

 場 所：公益財団法人えひめ産業振興財団テクノプラザ愛媛 

 参加者：31名（非会員28名） 

 テーマ：“チームで取り組む隣のAST活動をのぞいてみよう” 

講 師：四国がんセンター  濱田 信先生 

香川県立白鳥病院  中島 弘毅先生 

松山赤十字病院  西山 政孝先生 

愛媛大学医学部附属病院  青野 晴考先生 

３）役員会 

（1）第1回役員会：2019年月5月25日（土） 

 場 所：あわぎんホール 

（2）第2回役員会：2019年10月19日（土） 

 場 所： テクノプラザ愛媛 

 

 

 

 



九州・沖縄支部 

１． 2020年度活動計画 

１）第 9回総会 年 1回  開催予定 

日 時：未定  

 場 所：未定 

２）支部会（研修会・セミナー） 年１回 

第 9回  九州・沖縄支部研修会 

 日 時：未定 

 場 所：未定 

 テーマ：未定 

 講 師：未定 

３）役員会（幹事会・運営委員会・世話人会など） 

  年 3回開催予定 

 

２．2020年度運営役員 

役割  氏名 所属施設 

支部長 峯 麻紀子 重工記念長崎病院 

副支部長（事

務局） 

田嶋 信子 福岡赤十字病院 

副支部長（事

務局） 

本田 法子 熊本市健康福祉局保健

衛生部感染症対策課 

監事 江崎 祐子 久留米大学医療センタ

ー 

 永迫 望 潤和会記念病院 

会計 福井 良枝 労働者健康安全機構長

崎労災病院 

 甲斐 美里 済生会熊本病院 

書記 眞栄城 咲子 琉球大学医学部附属病

院 

 三好 恵美子 佐賀県医療センター好

生館 

幹事 麻生 静 宮崎県立宮崎病院 

 柏木 恵子 三萩野病院 

 三重野 純子 大分医療センター 

 辛島 正信 中津市立中津市民病院 

 末永 健二 済生会福岡総合病院 

 八戸 宗典 やよいがおか鹿毛病院 

 山之内 聡子 鹿児島県立北薩病院 

 又吉 慶 那覇市立病院 

 秋山 久美 鹿児島厚生連病院 

 

３．2019年度活動内容 

１）第 8回総会 

 日 時：2019年 12月 1日（日）10：15～10：30 

 場 所：JR博多シティ会議室 10階大会議室 

 参加者(委任状含)：一般会員 78名、法人会員 29名 

２）支部会（研修会・セミナー） 

（1）第 8回九州・沖縄支部地方会 

 日 時：2019年 12月 1日（日）10：30～16：00 

 場 所：JR博多シティ会議室 10階大会議室 

 参加者：115名（非会員 8名） 

 テーマ：うちの AST活動これでいいの？とことん考えるみんなの疑問！ICNだからできること 



 特別講演講師：健和会大手町病院 山口征啓先生 

３）役員会 

 2回開催 

 場 所：①福岡赤十字病院 ②JR博多シティ会議室 

 


