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3．社 会 活 動

○看護学専攻

氏名・職 委 員 会 等 名 関 係 機 関 名

花田裕子・教授 講師（メンタルヘルス） 長崎大学公開講座

花田裕子・教授 カウンセラー派遣事業　カウンセラー 心の教育総合支援センター

花田裕子・教授 特別企画展「脳」　主催読売新聞社への学生ボ
ランティア派遣コーディネイター

長崎歴史博物館

花田裕子・教授 子育て講演会講師 宮河内幼稚園

花田裕子・教授 コミュニッケーション講師 大分大学医学部付属病院

花田裕子・教授 講演会講師・スーパーバイザー 大分精神看護事例検討会

花田裕子・教授 査読委員 日本精神科看護技術協会

花田裕子・教授 評議委員 日本うつ病学会

松本　正・教授 日本小児保健協会長崎県支部長 日本小児保健協会

濱野香苗・教授 平成18年度保健師助産師看護師
実習指導者講習会講師

九州厚生局

濱野香苗・教授 平成18年度長崎県実習指導者講習会講師 長崎県看護協会

濱野香苗・教授 認定看護管理者研修（セカンドベル）運営員 長崎県看護協会

濱野香苗・教授 長崎県看護学会査読委員 長崎県看護協会

濱野香苗・教授 非常勤講師（看護方法論） 石川県立看護大学

濱野香苗・教授 看護研究 国立病院機構長崎病院

森下路子・教授 長崎市建築審査委員 長崎市建築審査委員会

森下路子・教授 長崎県看護協会査読委員 長崎県看護協会

森下路子・教授 長崎県看護学会特別委員会 長崎県看護協会

森下路子・教授 日本看護教育学会九州地方査読委員 日本看護教育学会九州地方会

宮下弘子・教授 評議員 日本褥瘡学会

宮下弘子・教授 評議員 日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会

宮下弘子・教授 評議員 日本小児保健協会

宮下弘子・教授 用語検討委員会 日本褥瘡学会

宮下弘子・教授 査読委員 日本褥瘡学会

中島久良・教授 長崎県保健医療対策協議会
成人保健部会・子宮がん委員会委員

長崎県

中島久良・教授 代議員 日本産婦人科学会

中島久良・教授 評議員 日本癌治療学会

中島久良・教授 Editorial Board 日本癌治療学会

中島久良・教授 理事 日本婦人科腫瘍学会

中島久良・教授 専門医制度委員会・委員 日本婦人科腫瘍学会

中島久良・教授 理事 日本婦人科がん検診学会

中島久良・教授 評議員 日本臨床細胞学会

中島久良・教授 代議員 日本細胞診断学推進協会
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氏名・職 委 員 会 等 名 関 係 機 関 名

中島久良・教授 支部長 日本臨床細胞学会長崎県支部

中島久良・教授 副会長 長崎県母性衛生学会

田川　泰・教授 長崎市医師会肺癌検診読影委員会委員 長崎市医師会

田川　泰・教授 日本肺癌学会細胞診判定基準改訂委員 日本肺癌学会

田川　泰・教授 サイトメトリー技術者認定協議会
資格審査委員長

日本サイトメトリー技術者認定協議会

田代隆良・教授 代議員 日本呼吸器学会

田代隆良・教授 評議員 日本感染症学会

田代隆良・教授 評議員 日本化学療法学会

田代隆良・教授 評議員 日本呼吸器内視鏡学会

田代隆良・教授 評議員 日本肺癌学会

田代隆良・教授 評議員 日本結核病学会

田代隆良・教授 講師（呼吸のメカニズム） 長崎大学公開講座

浦田秀子・教授 長崎県看護職員需給見通し策定委員会委員 長崎県

浦田秀子・教授 評議員 日本看護学教育学会

浦田秀子・教授 「看護研究」研修会講師 健康保険諌早総合病院

宮原春美・助教授 長崎県性教育の実践調査研究事業
研究調査委員

長崎県教育委員会

宮原春美・助教授 第6回九州地区健康教育研究大会指導助言 長崎県教育委員会

岩永喜久子・助教
授

顧問 長崎腎の会

大町いづみ・講師 介護福祉士国家試験
記述試験認定講習会講師

日本介護福祉士養成施設協会

大町いづみ・講師 介護福祉士国家試験実地試験委員 財団法人社会福祉振興試験センター

大町いづみ・講師 生活福祉専攻公開講座講師 長崎女子短期大学

大町いづみ・講師 日本精神科看護学会長崎県支部研究査読委員 日本精神科看護学会長崎県支部

大町いづみ・講師 日本精神科看護学会長崎県支部研修会講師 日本精神科看護学会長崎県支部

大町いづみ・講師 生涯学習講座講師 長崎女子短期大学

大町いづみ・講師 長崎女子高校3年生「体験学習」講師 長崎女子短期大学

岡田純也・講師 教育委員，看護研究会委員，研究会査読委員 長崎県看護協会
県南ブロック協議会

岡田純也・講師 ベーチェット病友の会　長崎県支部役員 ベーチェット病友の会　長崎県支部

岡田純也・講師 長崎県実習指導者講習会非常勤講師（成人看護
学）

長崎県看護協会

岡田純也・講師 ベーチェット病友の会　長崎県支部「医療講演
会・医療相談会」講師・相談アドバイザー

ベーチェット病友の会　長崎県支部

岡田純也・講師 研究学術情報委員，研究会誌編集委員，研究会
査読委員

日本整形外科看護研究会

佐々木規子・助手 非常勤講師（母性看護学方法論Ⅰ・Ⅱ） 島原市医師会看護学校

山﨑真紀子・助手 非常勤講師（母性看護学方法論Ⅰ，Ⅱ） 島原市医師会看護学校

野村亜由美・助手 Visiting Researcher Department of Sociology University of Ruhuna, 

Matara, Sri Lanka
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氏名・職 委 員 会 等 名 関 係 機 関 名

川崎涼子・助手 長崎斜面研究会　理事 NPO長崎斜面研究会

森藤香奈子・助手 長崎県小児保健協会幹事（事務局） 長崎県小児保健協会

○理学療法学専攻
氏名・職 委 員 会 等 名 関 係 機 関 名

加藤克知・教授 評議員 日本解剖学会

加藤克知・教授 評議員 日本人類学会

加藤克知・教授 学術委員 コ・メディカル形態・機能学会

加藤克知・教授 非常勤講師（解剖学） 長崎純心大学

加藤克知・教授 非常勤講師（組織・発生学） 長崎歯科衛生士学校

千住秀明・教授 非常勤講師（内部障害系運動療法学） 県立広島大学

千住秀明・教授 非常勤講師（成人看護方法論Ⅱ） 久留米大学

千住秀明・教授 非常勤講師（発達看護論演習Ⅰ） 佐賀大学医学部

千住秀明・教授 非常勤講師（運動療法学6） 長崎リハビリテーション学院

千住秀明・教授 非常勤講師（運動療法Ⅲ） 大分リハビリテーション専門学校

千住秀明・教授 非常勤講師（呼吸リハビリテーション） 籐華医療技術専門学校

千住秀明・教授 非常勤講師（呼吸リハビリテーション） 山口コ・メディカル学院

千住秀明・教授 非常勤講師（呼吸疾患の理学療法） 小倉リハビリテーション学院

千住秀明・教授 非常勤講師（理学療法治療学Ⅳ） 島根リハビリテーション学院

濱出茂治・教授 非常勤講師（物理療法学） 金沢大学

濱出茂治・教授 非常勤講師（物理療法学） 福井医療技術短期大学

濱出茂治・教授 非常勤講師（理学療法学） 長崎市医師会看護専門学校

松坂誠應・教授 長崎県福祉保健審議会　委員 長崎県

松坂誠應・教授 長崎県福祉保健審議会高齢者分科会　委員長 長崎県

松坂誠應・教授 長崎県地域リハビリテーション支援センター代
表

長崎県

松坂誠應・教授 長崎地域リハビリテーション連絡協議会　会長 長崎県

松坂誠應・教授 長崎市地域包括支援センター運営協議会　会長 長崎市

松坂誠應・教授 全国地域リハビリテーション支援事業連絡協議
会　副会長

全国地域リハビリテーション支援事業連絡協
議会

松坂誠應・教授 介護度悪化予防検討委員会　委員長 全国国保診療施設連絡協議会

折口智樹・助教授 評議員 日本リウマチ学会

折口智樹・助教授 非常勤講師（隣接医学） 長崎歯科衛生士専門学校

鶴崎俊哉・助教授 非常勤講師（リハビリテーション論Ⅱ） 長崎純心大学

鶴崎俊哉・助教授 非常勤講師（脳性麻痺，人間発達論，リハビリ
テーション医学）

長崎リハビリテーション学院

鶴崎俊哉・助教授 講師（ブラゼルトン新生児行動評価） NBAS研究会

鶴崎俊哉・助教授 講師（運動発達について） 長崎市立小ヶ倉保育所

井口　茂・助手 長崎地域リハビリテーション連絡協議会企画調
整専門部会委員

長崎県西彼保健所
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氏名・職 委 員 会 等 名 関 係 機 関 名

井口　茂・助手 長崎地域リハビリテーション広域支援センター
運営委員

長崎市障害福祉センター

井口　茂・助手 高齢者運動支援委員会作業 全国国民健康保険診療施設協議会

井口　茂・助手 長崎市住宅改修指導員 長崎市すこやか支援課

井口　茂・助手 非常勤講師（リハビリテーション論） 長崎純心大学

井口　茂・助手 非常勤講師（疼痛理学療法学） 長崎リハビリテーション学院（向陽学園）

中野治郎・助手 研究会事務局長 理学療法の医学的基礎研究会

中野治郎・助手 編集委員長（長崎理学療法） （社）長崎県理学療法士会

中野治郎・助手 編集委員長（理学療法探求） 長崎大学理学療法学同門会

中野治郎・助手 長崎油症研究班 長崎県

中原和美・助手 大牟田市介護認定審査会委員 福岡県大牟田市

中原和美・助手 大牟田市筋力向上トレーニング事業　指導者 福岡県大牟田市

中原和美・助手 講師（平成18年度荒尾市民大学講座） 熊本県荒尾市

中原和美・助手 講師（平成18年度 介護予防研修会） 日本理学療法士協会

中原和美・助手 講師（サポーター養成事業） 佐賀県基山町

○作業療法学専攻
氏名・職 委 員 会 等 名 関 係 機 関 名

長尾哲男・教授 評議員 バイオメカニズム学会

長尾哲男・教授 日本作業療法士協会　長崎県作業療法士会監事 長崎県作業療法士会

長尾哲男・教授 介護認定審査会委員 西彼杵広域連合

長尾哲男・教授 障害程度区分審査会委員 時津町

長尾哲男・教授 長崎県福祉のまちづくり協議会委員 長崎県

長尾哲男・教授 評議員 （財）長崎県すこやか長寿財団

長尾哲男・教授 佐世保市交通バリアフリー推進協議会副委員長 佐世保市

長尾哲男・教授 作業療法ジャーナル編集委員 三輪書店

長尾哲男・教授 非常勤講師（リハビリテーション論） 長崎純心大学

長尾哲男・教授 非常勤講師（社会学） 佐賀大学

太田保之・教授 社団法人　長崎県精神保健福祉協会理事 長崎県

太田保之・教授 長崎県精神医療審査会委員 長崎県

太田保之・教授 長崎県精神病院実地指導及び入院患者病状実地
審査委員

長崎県

太田保之・教授 こころの緊急支援チーム運営委員会委員長 長崎県

太田保之・教授 長崎県福祉保健審議会委員 長崎県

太田保之・教授 副理事長 NPO長崎被害者支援センター

太田保之・教授 理事 日本社会精神医学会

東嶋美佐子・教授 評議員 日本摂食・嚥下リハビリテーション学会

東嶋美佐子・教授 理事 日本嚥下障害臨床研究会

東嶋美佐子・教授 非常勤講師（新人研修） 岡山県作業療法士会
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東嶋美佐子・教授 非常勤講師（摂食・嚥下障害） 柳川リハビリテーション学院

東嶋美佐子・教授 非常勤講師（摂食・嚥下障害の評価） 長崎県作業療法士会

吉村俊朗・教授 長崎県難病連絡協議会理事 長崎県

吉村俊朗・教授 長崎県油症対策協議会専門調査員 長崎県

吉村俊朗・教授 長崎県特定疾患対策協議会委員 長崎県

吉村俊朗・教授 評議員 日本神経治療学会

吉村俊朗・教授 評議員 日本末梢神経研究会

吉村俊朗・教授 評議員 日本神経学会

吉村俊朗・教授 世話人 日本神経学会九州地方会

菊池泰樹・助教授 非常勤講師（確率・統計） 佐賀大学

菊池泰樹・助教授 非常勤講師（微分積分学・同演習） 九州大学

田中悟郎・助教授 NPO法人 HOT HOT BOX（精神障害者地域活動
所）理事

NPO法人 HOT HOT BOX

田中悟郎・助教授 非常勤講師（精神科リハビリテーション学） 長崎純心大学

田中悟郎・助教授 非常勤講師（就労支援セミナー） 長崎県精神保健福祉センター

岩永竜一郎・助教
授

長崎県特別支援教育体制推進事業調査研究運営
会議委員

長崎県

岩永竜一郎・助教
授

長崎県特別支援教育体制推進事業専門家チーム
委員

長崎県

岩永竜一郎・助教
授

長崎県発達障害者支援センター連絡協議会委員 長崎県

岩永竜一郎・助教
授

長崎県カウンセラー派遣事業相談専門員 長崎県

岩永竜一郎・助教
授

長崎県特別支援連携協議会委員 長崎県

岩永竜一郎・助教
授

長崎県発達支援研究協議会委員 長崎県

岩永竜一郎・助教
授

長崎県障害児就学相談委員会委員 長崎県

岩永竜一郎・助教
授

非常勤講師（発達障害） 長崎医療技術専門学校

田平隆行・助手 非常勤講師（研究法） 長崎医療技術専門学校

田平隆行・助手 非常勤講師（老年看護学） 長崎市医師会看護専門学校

田平隆行・助手 生涯教育推進委員 日本作業療法士協会

田平隆行・助手 事務局 日本作業療法研究学会

田平隆行・助手 介護保険審査会審査委員 長崎市

田平隆行・助手 社会福祉審議会委員 長崎市

田平隆行・助手 介護予防市町支援検討委員会専門部会委員 長崎県

田平隆行・助手 高次脳機能障害者支援対策検討委員会専門部会
委員

長崎県

十枝はるか・助手 長崎県特別支援教育体制推進事業　巡回相談員 長崎県

十枝はるか・助手 長崎県発達支援研究協議会委員 長崎県
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氏名・職 委 員 会 等 名 関 係 機 関 名

十枝はるか・助手 長崎県カウンセラー派遣事業専門相談員 長崎県


