
過去の学術集会開催一覧【地方会】2009年～
◇北海道地方会

開催日 開催URL 開催場所 会長
第13回 2019年9月29日（日） http://jshumhhbo.com 札幌市産業振興センター産業振興棟 森本　裕二（北海道大学病院 麻酔科 ）
第12回 2018年9月16日（日） http://jshumhhbo.com 札幌市産業振興センター 森本 裕二（北海道大学病院 麻酔科 教授）
第11回 2017年7月9日（日） http://jshumhhbo.com 札幌市産業振興センター 森本 裕二（北海道大学病院 麻酔科 教授）
第10回 2016年7月31日（日） http://jshumhhbo.com 札幌市産業振興センター 森本 裕二（北海道大学病院 麻酔科 教授）
第9回 2015年7月12日（日） 札幌産業振興センター産業振興棟　3階セミ

ナールームＡ
森本 裕二（北海道大学病院 麻酔科 教授）

第8回 2014年7月13日（日） 札幌市産業振興センター
産業振興棟　3階セミナールームA

森本 裕二（北海道大学病院 麻酔科 教授）

第7回 2013年7月21日（日） 札幌産業振興センター
技術訓練棟3階セミナールーム1

森本 裕二（北海道大学大学院医学研究科麻酔・周術期医学分
野　教授）

第5回 2011年10月2日（日）
10:00-16:00

札幌市産業振興センター産業振興棟2階セミ
ナールームA

森本 裕二（北海道大学病院 麻酔科 教授）

第4回 2010年10月24日 札幌市産業振興センター 森本 裕二（北海道大学病院 麻酔科 教授）
第3回 2009年10月4日 札幌市産業振興センター 郷　一知（旭川医科大学救急医学講座教授）



◇関東地方会
開催日 開催URL 開催場所 会長

第21回 2022年6月18日(土)
AM:ICMM（海洋医療初期対応研修）
PM:関東地方会

小田原三の丸ホール 守田　誠司（東海大学医学部 救命救急医学）

第20回 2021年6月26日(土)
https://www.jshm.net/file/chihoukai/k

anto2021_pro.pdf
大田区民ホール・アプリコ小ホール

土居　浩（牧田総合病院 蒲田分院 副院長）

第20回 2020年6月27日（土） 大田区産業プラザPIO 新型コロナウイルス感染症の影響により延期
第19回 2019年6月22日（土） http://jshm-17kanto.rash.jp/ 長岡総合会館 アクシスかつらぎ 柳川洋一（順天堂大学医学部附属静岡病院）
第18回 2018年6月9日（土）

http://jshm-17kanto.rash.jp/
筑波大学医学エリア　医学図書館3階　臨床
講義室C

井上　貴昭（筑波大学　医学医療系　救急・集中治療医学　教
授）

第17回 2017年6月10日（土） http://jshm-17kanto.rash.jp/ 四街道文化センター 吉田　泰行（栗山中央病院 耳鼻咽喉科）
第16回 2016年6月4日（土） http://ditecjapan.com/jshm_16kanto_

top.html
東京医科歯科大学内 和田　孝次郎（防衛医科大学校病院　脳神経外科　診療副部

長）
第15回 2015年6月20日（土） B-nestペガサート6階

(静岡市産学交流センター)
石山純三（静岡済生会総合病院
院長）

第14回 2014年6月7日（土） 江東区医師会館 三浦　邦久（医療法人順江会　江東病院　副院長）
第13回 2013年6月8日（土） 医療法人鉄蕉会　亀田総合病院Kタワー13階

ホライゾンホール
波出石　弘（医療法人鉄蕉会　亀田総合病院　脳神経外科　主
任部長）

第12回 2012年6月9日（土） 東京医科歯科大学医学部附属病院
５号館４階講堂

柳下 和慶（東京医科歯科大学医学部附属病院高気圧治療部 部
長）

第10回 2010年6月12日 聖マリアンナ医科大学　教育棟3階 平　泰彦　（救急医学教室教授）
第9回 2009年6月13日（土） 群馬大学医学部保健学科ミレミアムホール

◇東海北陸地方会
開催日 開催URL 開催場所 会長

第3回 2022年７月２日（土） 岐阜大学サテライトキャンパス 春田　良雄（公立陶生病院）
第3回 2020年7月4日（土） 岐阜大学サテライトキャンパス 新型コロナウイルス感染症の影響により延期
第2回 2019年7月6日（土） 岐阜大学サテライトキャンパス 土井智章（岐阜大学医学部附属病院　高次救命治療センター）

第1回 2018年7月7日（土） 岐阜大学サテライトキャンパス 山田実貴人（社会医療法人厚生会木沢記念病院　救急部門長）

準備会
2017年7月1日（土 岐阜大学サテライトキャンパス 世話人）豊田　泉（岐阜大学医学部　救急災害医学）



◇近畿地方会
開催日 開催URL 開催場所 会長

第5回 2022年３月12日（土）
http://jshum-kinki.kenkyuukai.jp

Web開催ZOOM使用配信事務局：日本赤十字
社和歌山医療センター

平岡 眞寛先生（日本赤十字社和歌山医療センター 院長）

第5回 2020年8月1日（土） http://jshum-kinki.kenkyuukai.jp 日本赤十字社和歌山医療センター 新型コロナウイルス感染症の影響により延期
第4回 2019年8月3日（土）

http://jshum-kinki.kenkyuukai.jp
兵庫医科大学（兵庫県西宮市　阪神武庫川駅
すぐ）

大江与喜子（上ヶ原病院）

第3回 2018年7月7日（土）
http://jshum-kinki.kenkyuukai.jp

鈴鹿医療科学大学　千代崎キャンパス JART
記念館２F

野原　敦（鈴鹿医療科学大学）

第2回 2017年7月22日（土）
http://jshum-kinki.kenkyuukai.jp

医療法人徳洲会　宇治徳洲会病院　10階講義
室

丹羽康江（宇治徳洲会病院）

第1回 2016年7月9日（土） http://jshum-kinki.kenkyuukai.jp 医療研修施設「ニプロiMEP（アイメップ）」 松村 憲一（草津総合病院　副院長　高気圧治療部長）

◇九州高気圧環境医学会
開催日 開催URL 開催場所 会長

第22回 2022年7月30日（土） http://kshm22-minatonagasaki.jp/ 長崎県美術館 中村 利秋（長崎みなとメディカルセンター 集中治療部長）
第21回 2021年7月3日（土） http://kawashimahp.jp/kshm21/ ヴィラルーチェ中津 川嶌眞之（社会医療法人玄真堂　川嶌整形外科病院）
第21回 2020年7月4日（日） ヴィラルーチェ中津 新型コロナウイルス感染症の影響により延期
第20回 2019年7月6日（土） （終了後URL削除） イイヅカコスモスコモン 増本 陽秀（飯塚病院 院長）
第19回 2018年6月30日（土） https://kshm19.nantoku.org/ 沖縄県男女共同参画センターてぃるる 清水 徹郎（医療法人沖縄徳洲会 南部徳洲会病院 高気圧治療

部・救急診療部長）
第18回 2017年7月1日（土） http://www.jshm.net/file/chihoukai/ky

usyu2017.pdf
宮崎観光ホテル 落合秀信（宮崎大学医学部病態解析医学講座救急・災害医学分

野　教授）
第17回 2016年6月4日（土） 佐賀市　アバンセ 中城　博見（JCHO伊万里松浦病院　院長）

http://kshm22-minatonagasaki.jp/


◇中国四国地方会（2018年12月15日解散）
開催日 開催URL 開催場所 会長

第10回 2018年12月15日（土）  http://www.e-g.co.jp/jshum-chushi8/ 福山市民病院 ホールコア 宮庄浩司（福山市民病院 救命救急センター長）

第9回 2018年3月17日(土） 呉医療センター・中国がんセンター 立川隆治（呉医療センター・中国がんセンター　耳鼻咽喉科・
頭頚部外科）

第8回 2017年3月18日（土）  http://www.e-g.co.jp/jshum-chushi8/ 高知市総合あんしんセンター 西山謹吾（高知赤十字病院副委員長 救命救急センター長）

第7回 2016年3月12日（土） http://www.tamaki-hp.jp/sensui7/ 山口県萩市 萩本陣 玉木 英樹（玉木病院 院長）
第6回 2015年3月14日（土） 山口大学医学部 総合研究棟 鶴田 良介（山口大学大学院医学系研究科 救急・生体侵襲制御

医学 教授）
第5回 2014年3月8日（土） 広島県三原市三原国際ホテル 藤原恒弘（社会医療法人里仁会　興生総合病院 ）
第4回 2013年3月9日（土） http://saiseikai-hbo.sangonana.com/ ホテルJALシティ松山 楠 勝介（済生会松山病院　脳神経外科 ）
第3回 2012年3月17日（土） 米子コンベンションセンター「BIG SHIP」 齋藤　憲輝（鳥取大学医学部附属病院高次集中治療部）
日本高気圧環境・潜水医学会中国四国地方会設立のための打合わせ

2009年6月6日
(土)13:15～

海峡メッセ下関　8F「802会議室」

◇その他
近畿高気圧酸素治療研究会

2015年7月19日（日） 藍野大学（大阪府） 上野　剛久（草津総合病院）
The 81st Annual Scientific Meeting of the Aerospace Medical Association

2010年05月09日～13日 Sheraton Phoenix Downtown Hotel
Phoenix,AZ.

UHMS 2010 Annual Scientific Meeting
2010年06月03日～5日 Tradewinds Island Grand Resort St.Pete

Beach,Florida
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