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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 

浦田秀子・教授 評議員 日本看護科学学会 

浦田秀子・教授 理事 日本放射線看護学会 

浦田秀子・教授 看護研究指導 佐世保市立総合病院 

浦田秀子・教授 専任査読委員 日本看護学教育学会 

浦田秀子・教授 専任査読委員 日本看護研究学会 

浦田秀子・教授 専任査読委員 日本運動器看護学会 

浦田秀子・教授 認定看護管理者教育課程セカンドレベル演習指

導者 
長崎県看護協会 
 

浦田秀子・教授 認定看護管理者教育課程運営委員 長崎県看護協会 

浦田秀子・教授 学術集会長 第２回日本放射線看護学会学術集会 

江藤宏美・教授 理事長 一般社団法人日本助産学会 

江藤宏美・教授 専任査読委員 一般社団法人日本助産学会 

江藤宏美・教授 英文誌編集委員会 Japan Journal of Nursing, 
Managing Editor 

一般社団法人日本看護科学学会 

江藤宏美・教授 Research Standing Committee メンバー International Confederation of Midwives 

江藤宏美・教授 評価委員会委員 特定非営利活動法人日本助産評価機構 

江藤宏美・教授 理事 長崎県母性衛生 

江藤宏美・教授 倫理審査委員 公益社団法人日本助産師会 

江藤宏美・教授 助産師出向支援モデル事業検討委員会委員 公益社団法人日本看護協会 

江藤宏美・教授 助産師出向支援システムモデル事業協議会委員 公益社団法人長崎県看護協会 

大石和代・教授 代議員および理事 日本助産学会 

大石和代・教授 評議員 日本熱帯医学会 

大石和代・教授 顧問 長崎いのちを大切にする会 

大石和代・教授 理事 一般社団法人長崎県助産師会 

大西真由美・教授 評議員 日本公衆衛生学会 

大西真由美・教授 理事 日本国際保健医療学会 

大西真由美・教授 科学研究費委員会専門委員 独立行政法人日本学術振興会 

大西真由美・教授 エイズ対策職種支援委員 国際協力機構 

大西真由美・教授 理事 特定非営利活動法人健康都市推進会議 

大西真由美・教授 長崎県新任保健師現任教育ガイドライン作成お

よび評価に係る検討会・委員 
長崎県福祉保健部医療人材対策室 

大西真由美・教授 地域保健に関る職員の地域診断研修会・講師 長崎県県南保健所 

大西真由美・教授 地域保健関係者研修会・講師 長崎県県央保健所 

大西真由美・教授 衛生管理業務研究会・講師 衛生管理業務研究会 

澤井照光・教授 社会福祉審議会委員 長崎市 

澤井照光・教授 オストメイト社会適応訓練事業講師 日本オストミー協会長崎県支部 

澤井照光・教授 がん対策部会 大腸がん委員会副委員長 長崎県保健医療対策協議会 
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澤井照光・教授 長崎県研究事業評価委員会委員 長崎県 

澤井照光・教授 幹事 大腸疾患外科療法研究会 

澤井照光・教授 評議員 日本消化器外科学会 

澤井照光・教授 評議員 日本消化器病学会 

澤井照光・教授 評議員 日本大腸肛門病学会 

澤井照光・教授 評議員 日本サイトメトリー学会 

澤井照光・教授 第 113 回定期学術集会プログラム委員 日本外科学会 

澤井照光・教授 Surgery Today 査読者 日本外科学会 

澤井照光・教授 世話人 IBD Club Jr. Kyusyu 

澤井照光・教授 プロトコール推進委員 Kyushu Study group of Clinical Cancer 

澤井照光・教授 評議員 九州外科学会 

澤井照光・教授 評議員 日本消化器病学会九州支部 

澤井照光・教授 評議員 日本大腸肛門病学会九州支部 

澤井照光・教授 世話人 長崎手術手技研究会 

澤井照光・教授 世話人 長崎炎症性腸疾患研究会 

澤井照光・教授 世話人 Nagasaki Bowel Club 

田代隆良・教授 評議員 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 代議員 日本結核病学会 

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 日本医真菌学会 

田代隆良・教授 評議員 日本肺癌学会 

田代隆良・教授 評議員 日本呼吸器内視鏡学会 

田代隆良・教授 評議員 日本環境感染学会 

田代隆良・教授 予防委員 日本結核病学会 

田代隆良・教授 世話人 長崎喘息・COPD フォーラム 

中尾優子・教授 看護研究指導（看護統計学） 聖フランシスコ病院 

中尾優子・教授 第 14 回 九州・沖縄小児看護教育研究会会長 九州・小児看護教育研究会 

中尾優子・教授 査読委員，評議員，選挙管理委員 
第 2 回日本放射線看護学会学術集会運営委員 

日本放射線看護学会 

中尾優子・教授 第 28 回日本助産学会学術集会運営委員 一般社団法人日本助産学会 

中尾優子・教授 倫理審査委員会委員（外部委員） 長崎医療センター 

中尾優子・教授 評議員 日本熱帯医学会 

花田裕子・教授 長崎県看護学雑誌査読委員会 長崎県看護協会 

花田裕子・教授 長崎県臨床指導者研修会講師 長崎県看護協会 

花田裕子・教授 駒木野病院看護部コンサルタント 駒木野病院 

花田裕子・教授 研究指導 駒木野病院 

花田裕子・教授 障害児の理解と対応講師 得丸学園得丸幼稚園 

花田裕子・教授 評議員 日本うつ病学会 

花田裕子・教授 講演会「児童精神科医と虐待被害児の自立支援に

ついて語ろう」（企画責任者） 
長崎大学 
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平野裕子・教授 日本健康支援学会理事 日本健康支援学会 

平野裕子・教授 日本保健医療社会学会国際交流委員 日本保健医療社会学会 

平野裕子・教授 日本社会学会英文誌編集委員 日本社会学会 

平野裕子・教授 Guest Editor for Asian Studies Journal University of the Philippines, Asian Center 

藤崎 郁・教授 理事 日本保健医療行動科学学会 

藤崎 郁・教授 評議員 日本看護診断学会 

藤崎 郁・教授 評議員 日本看護研究学会 

本田純久・教授 健康ながさき 21 調査検討小委員会委員 長崎県 

本田純久・教授 評議員 日本公衆衛生学会 

本田純久・教授 査読委員 日本公衆衛生学会 

本田純久・教授 評議員 日本民族衛生学会 

本田純久・教授 疫学部顧問 （財）放射線影響研究所 

宮原春美・教授 日本放射線看護学会評議員・論文査読委員 日本放射線看護学会 

宮原春美・教授 長崎県母性衛生学会理事 長崎県母性衛生学会 

宮原春美・教授 長崎県小児保健学会幹事 長崎県小児保健協会 

宮原春美・教授 長崎県感染症対策委員会エイズ・性感染症専門部

会 
長崎県医療政策課 

宮原春美・教授 長崎県看護学会誌掲載論文査読委員・実習指導者

講習会講師 
長崎県看護協会 

宮原春美・教授 長崎“障がい児・者の性を考える”教育研究会主

催（代表） 
長崎県看護協会 

宮原春美・教授 公開セミナー講師 長崎大学教育学部付属特別支援学校 

宮原春美・教授 PTA 連合会研修会講師 長崎県特別支援学校 

宮原春美・教授 寄宿舎指導員研修会講師 佐賀県教育センター特別支援学校 

荒木美幸・准教授 健やかな妊娠等サポート事業検討会議 委員 長崎県福祉保健部こども政策局こども家庭課 

荒木美幸・准教授 全国助産師教育協議会広報委員 全国助産師教育協議会 

楠葉洋子・准教授 専任査読員 日本糖尿病教育・看護学会 

楠葉洋子・准教授 専任査読員 日本運動器看護学会 

楠葉洋子・准教授 看護研究指導 医療法人光晴会病院 

新川哲子・准教授 理事 日本放射線看護学会 

新川哲子・准教授 第 2 回日本放射線看護学会学術集会     

企画委員長 
日本放射線看護学会 

新川哲子・准教授 被爆者健康講和運営委員 原爆後障害医療研究所 
国立長崎原爆死没者追悼平和祈念館 

中尾理恵子・准教

授 
職能担当理事 長崎県看護協会県南支部 

中尾理恵子・准教

授 
理事 NPO 長崎斜面研究会  

中尾理恵子・准教

授 
賛助会員 大村市パーキンソン病友の会 

中尾理恵子・准教

授 
運営委員 長崎県地域リハビリテーション広域支援セン

ター 

中尾理恵子・准教 島原市次期健康増進計画策定委員 島原市 
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授 

星 美和子・准教

授 
協力員 第 2 回日本放射線看護学会学術集会 

大町いづみ・講師 長崎市建築審査会委員 長崎市建築部建築指導課 

大町いづみ・講師 長崎県看護協会学会委員 長崎県看護協会 

大町いづみ・講師 日本精神科看護技術協会長崎県支部研究論文査

読委員 
日本精神科看護技術協会長崎県支部 

大町いづみ・講師 高大連携推進委員 長崎県教育委員会 

岡田純也・講師 看護研究指導 聖フランシスコ病院 

岡田純也・講師 研修委員 日本運動器看護学会 

岡田純也・講師 専任査読委員 日本運動器看護学会 

岡田純也・講師 外部役員 ベーチェット病友の会 長崎県支部 

金丸由美子・助教 編集委員 日本放射線看護学会 

金丸由美子・助教 第 2 回日本放射線看護学会学術集会 企画委員 日本放射線看護学会 

川崎涼子・助教 理事 NPO 長崎斜面研究会  

川崎涼子・助教 役員 日本ＡＬＳ協会長崎県支部 

川崎涼子・助教 賛助会員 大村市パーキンソン病友の会 

川崎涼子・助教 運営委員 長崎県地域リハビリテーション広域支援セン

ター 

川崎涼子・助教 児童虐待予防関係者研修会・講師 長崎県県南保健所 

川崎涼子・助教 ママさんゲートキーパー養成ミニ講座・講師 長崎県県央保健所 

川崎涼子・助教 平成 24 年度長崎県実習指導者講習会・講師 長崎県看護協会 

黒田裕美・助教 看護研究指導 聖フランシスコ病院 

黒田裕美・助教 専任査読委員 日本循環器看護学会 

佐々木規子・助教 遺伝看護委員会委員 日本遺伝カウンセリング学会 

佐々木規子・助教 遺伝教育委員会委員 日本遺伝カウンセリング学会 

佐々木規子・助教 理事 日本遺伝看護学会 

佐々木規子・助教 遺伝看護実践推進委員会委員 日本遺伝看護学会 

佐々木規子・助教 会計幹事 長崎県母性衛生学会 

田中準一・助教 第 2 回日本放射線看護学会学術集会 企画委員 日本放射線看護学会 

永江誠治・助教 講演会「児童精神科医と虐待被害児の自立支援に

ついて語ろう」（会場責任者） 
長崎大学 

橋爪可織・助教 長崎県実習指導者講習会・講師 長崎県看護協会 

橋爪可織・助教 看護研究指導 聖フランシスコ病院 

森藤香奈子・助教 幹事 長崎県小児保健協会 

山口智美・助教 受託研究・治験審査委員会 外部委員 独立行政法人国立病院機構長崎医療センター  

山口智美・助教 査読委員 日本循環器看護学会 

山口智美・助教 看護部 倫理審査委員会外部委員 長崎市立病院成人病センター 

山口智美・助教 看護研究指導 長崎市立病院成人病センター 

山口智美・助教 看護研究指導 長崎県対馬いづはら病院 

山口智美・助教 第 2 回 日本放射線看護学会 学術集会 
協力員 

日本放射線看護学会  
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横尾誠一・助教 高大連携推進委員 長崎県教育委員会 

横尾誠一・助教 第 2 回日本放射線看護学会学術集会 企画委員 日本放射線看護学会 

山本直子・助教 子育て支援センター内での相談業務 長崎市西浦上地区子育て支援センター ぴよ

ぴよ 

山本直子・助教 子育て支援センター内での相談業務 長崎市上西山地区子育て支援センター もり

のくれよん 

山本直子・助教 産科外来（母乳外来）での診療 長崎大学病院 

山本直子・助教 推薦委員会委員 長崎県看護協会 

江藤宏美・教授 非常勤講師（研究法） 九州大学大学院医学研究 

大石和代・教授 非常勤講師（母性看護学） 島原市医師会看護学校 

大石和代・教授 研修会講師（助産学） 公益社団法人日本助産師会 九州・沖縄地区研

修会 

大石和代・教授 女子中高生の理系進路選択支援プログラム（講

和・セミナー・フォーラム）講師 長崎大学（科学技術振興機構） 

大西真由美・教授 非常勤講師（公衆衛生学） 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 

大西真由美・教授 非常勤講師（包括的保健看護特論Ⅰ） 沖縄県立看護大学 

大西真由美・教授 非常勤講師（国際看護学Ⅰ） 横浜市立大学 

大西真由美・教授 非常勤講師（国際看護） 長崎県立大学 

澤井照光・教授 非常勤講師（外科学概論） こころ医療福祉専門学校 

田代隆良・教授 非常勤講師（感染症学） 富山大学医学部 

花田裕子・教授 非常勤講師（精神看護学概論） 活水女子大学看護学部看護学科 

花田裕子・教授 非常勤講師（精神看護方法論Ⅱ） 大分大学医学部看護学科 

平野裕子・教授 非常勤講師（医療社会学） 福岡医健専門学校 

藤崎 郁・教授 非常勤講師（フィジカルアセスメント） 福岡大学 

荒木美幸・准教授 実習指導者講習会「助産師課程」 長崎県看護協会 

新川哲子・准教授 非常勤講師（基礎看護学・在宅看護論） 長崎国際大学 

中尾理恵子・准教

授 
非常勤講師（福祉住環境コーディネーターコース

講義） 長崎県立長崎高等技術専門校 

大町いづみ・講師 非常勤講師（公衆衛生学） 長崎市医師会看護専門学校 

大町いづみ・講師 非常勤講師（在宅ケア概論) NICE キャンパス長崎 

大町いづみ・講師 長崎県実習指導者講習会講師（在宅看護論） 長崎県看護協会 

大町いづみ・講師 平成 25 年度訪問看護師養成講習会講師（在宅に

おける看護過程の展開） 長崎県看護協会 

大町いづみ・講師 長崎大学病院看護部シリーズ研修講師（つなぐ看

護） 長崎大学病院看護部 

川崎涼子・助教 非常勤講師（福祉住環境コーディネーターコース

講義） 長崎県立長崎高等技術専門校 

佐々木規子・助教 非常勤講師（遺伝カウンセリング） 長崎市医師会看護専門学校 

佐々木規子・助教 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 

永江誠治・助教 非常勤講師（精神看護方法論Ⅱ） 大分大学医学部看護学科 

西原三佳・助教 非常勤講師（国際看護論） 宮崎県立看護大学 

西原三佳・助教 非常勤講師（国際看護） 長崎県立佐世保看護学校 

西原三佳・助教 講師 日本国際保健医療学会学生部会 



 - 292 - 

森藤香奈子・助教 非常勤講師 済生会病院 

山本直子・助教 母性看護学方法論Ⅱ 島原市医師会看護学校 

○教室における社会活動について 
チャイルドケアセンター・シェアハート(代表：花田裕子 副代表：永江誠治)の運営 

メンタルヘルスに問題を持つ子どもを対象とした包括的支援を行っている．対象児に対して、週１回の集団ケアや精

神科外来の付き添い、ペアレントトレーニング、学習支援、SST、学校や児童相談所との連携などを実施している． 
 

宮原春美、森藤香奈子、佐々木規子、松本正：生命の尊厳を伝えることを目的に長崎大学公開講座遺伝公開講座Ⅺ

「遺伝について楽しく学ぼう」を小学生高学年とその保護者 21 人を対象として 2013 年 8 月 27 日に医学部保健学科で

開催した． 

 
○理学療法学専攻 

氏名・職 委 員 会 等 名 関 係 機 関 名 

沖田 実・教授 理事，教育委員会委員 日本運動器疼痛学会 

沖田 実・教授 学術誌「日本基礎理学療法学雑誌」編集同人 日本基礎理学療法学会 

沖田 実・教授 理事，副会長，第 18 回学術大会長 日本ペインリハビリテーション学会 

沖田 実・教授 学術誌「理学療法探求」編集同人 長崎大学理学療法学同門会 

沖田 実・教授 世話人 長崎疼痛フォーラム 

沖田 実・教授 世話人 長崎神経内科リハビリテーション医学研究会 

折口智樹・教授 評議員 日本リウマチ学会 

折口智樹・教授 評議員 日本臨床リウマチ学会 

折口智樹・教授 評議員 日本臨床免疫学会 

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 

千住秀明・教授 広報委員長，評議委員，総務委員，九州沖縄支部

長，時間内歩行試験正常値作成委員会副委員長 

日本呼吸器ケア・リハビリテーション学会 

千住秀明・教授 高齢認定患者リハビリテーション・プログラム普

及啓発事業検討委員 

財団法人公害地域再生センター 

千住秀明・教授 COPD 対策委員会委員 長崎県県北保健所 

千住秀明・教授 高大連携推進委員 長崎県教育委員会 

千住秀明・教授 科学研究費委員会専門委員 日本学術振興会 

井口 茂・准教授 長崎市社会福祉審議会委員 長崎市 

鶴崎俊哉・准教授 学術誌「理学療法学」編集委員 公益社団法人日本理学療法士協会 

鶴崎俊哉・准教授 幹事 長崎県小児保健学会 

鶴崎俊哉・准教授 「外部専門家活用研修事業」外部専門家 長崎県教育庁特別支援教育室 

鶴崎俊哉・准教授 療育指導 時津町知的障害児通園施設ひまわりの園 

鶴崎俊哉・准教授 所内研修講師 保育・育児指導 長崎市立中央保育所 

鶴崎俊哉・准教授 所内研修講師 保育・育児指導 長崎市立仁田保育所 

鶴崎俊哉・准教授 保育・育児指導 葉山保育園 

鶴崎俊哉・准教授 園内研修講師 滑石センター保育園 

鶴崎俊哉・准教授 育児指導 長崎市子育て支援センターぴよぴよ 

鶴崎俊哉・准教授 研究会事務局長，ブラゼルトン新生児行動評価講 NBAS 研究会 
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習会 講師 

中垣内真樹・准教

授 
健康ながさき 21 身体活動・運動部会長 長崎県福祉保健部 

中垣内真樹・准教

授 
評議委員 長崎県すこやか長寿財団 

中垣内真樹・准教

授 
長崎県体育協会スポーツ医・科学委員 長崎県体育協会 

中垣内真樹・准教

授 
長崎市スポーツ振興審議会委員 長崎市 

中垣内真樹・准教

授 
非常勤講師 長崎県消防学校 

中野治郎・准教授 副会長 日本基礎理学療法学会 

中野治郎・准教授 分科会（日本基礎理学療法学会）運営幹事，第 8
回体験型研修会「実験シリーズ」世話人代表，学

術誌「理学療法学」査読委員 

公益社団法人日本理学療法士協会 

中野治郎・准教授 副会長 長崎大学理学療法学同門会 

中野治郎・准教授 理事,第 18 回学術大会事務局長 日本ペインリハビリテーション学会 

中野治郎・准教授 世話人 長崎神経内科リハビリテーション医学研究会 

田中貴子・助教 長崎県介護予防市町支援委員会 栄養部会 長崎県介護予防市町支援委員会 

田中貴子・助教 評議員 日本呼吸ケア・リハビリテーション学会 

田中貴子・助教 COPD 対策員会 北松浦医師会 

田中貴子・助教 長崎 COPD 対策委員会 長崎市臨床内科医会 

田中貴子・助教 作業部会 第 14 回全国禁煙推進研究会 

中原和美・助教 学術誌「理学療法学探求」編集同人 長崎大学理学療法学同門会 

中原和美・助教 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 
長崎県西彼保健所 

沖田 実・教授 非常勤講師（痛みとリハビリテーション） 日本福祉大学通信教育部 

加藤克知・教授 非常勤講師（解剖学） こころ医療福祉専門学校 

加藤克知・教授 非常勤講師（組織・発生学） 長崎歯科衛生士専門学校 

千住秀明・教授 非常勤講師（療養支援慢性看護学演習） 聖マリア学院大学 

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（療養生活支援論Ⅰ） 久留米大学医学部 

千住秀明・教授 非常勤講師（症状緩和と援助技術） 久留米大学認定看護師教育センター 

千住秀明・教授 非常勤講師（運動療法学６） 学校法人向陽学園  

千住秀明・教授 非常勤講師（内部障害系理学療法Ⅱ） 藤華医療技術専門学校 

千住秀明・教授 非常勤講師（呼吸理学療法） 九州医療センター付属福岡看護助産学校 

千住秀明・教授 非常勤講師（運動療法Ⅵ） 長崎リハビリテーション学院 

千住秀明・教授 非常勤講師（肺理学療法） 九州医療センター付属福岡看護助産学校 

井口 茂・准教授 非常勤講師（障害の理解Ⅰ，障害の理解Ⅱ） 純心大学 

鶴崎俊哉・准教授 非常勤講師（人間発達学，脳性麻痺） 長崎リハビリテーション学院 

田中貴子・助教 非常勤講師（理学療法各論Ⅲ） こころ医療福祉専門学校 
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○作業療法学専攻 

氏名・職 委 員 会 等 名 関 係 機 関 名 

中根秀之・教授 理事 日本精神保健・予防学会 

中根秀之・教授 理事 GID(性同一性障害)学会 

中根秀之・教授 理事 日本社会精神医学会 

中根秀之・教授 評議員 九州精神神経学会 

中根秀之・教授 被爆地域（健康診断特例区域）拡大に伴う事業検

討委員 
長崎市役所原爆被爆対策部 

中根秀之・教授 精神医療審査会委員 長崎県福祉保健部障害福祉課 

中根秀之・教授 長崎県公立学校教職員復職審査会委員 長崎県教育委員会 

中根秀之・教授 長崎県福祉保健審議会委員 長崎県福祉保健部 

田中悟郎・教授 学会演題査読委員 日本作業療法士協会 

田中悟郎・教授 機関誌査読委員 日本精神障害者リハビリテーション学会 

田中悟郎・教授 学会演題査読委員 九州理学療法士・作業療法士合同学会 

田中悟郎・教授 副会長 長崎県精神科リハビリテーション研究会 

田中悟郎・教授 副理事長 NPO 法人地域活動支援センターHOT HOT 
BOX 

田中悟郎・教授 ひきこもり者支援事業講師 長崎県県央保健所 

田中悟郎・教授 リターンワーク支援事業講師 長崎県県央保健所 

田中悟郎・教授 ACT サービス適正委員会委員 社会福祉法人南高愛隣会 AI-ACT 

田中悟郎・教授 当事者支援・ピアサポート連絡会講師 佐世保市 

岩永竜一郎・准教

授 
「発達障害等支援・特別支援教育総合推進事業」

総合推進事業運営委員 
長崎県 

岩永竜一郎・准教

授 
発達障害等支援・特別支援教育総合推進事業専門

家チーム委員 
長崎県 

岩永竜一郎・准教

授 
長崎県発達障害児支援体制整備事業整備事業検

討協議会委員 
長崎県 

岩永竜一郎・准教

授 
教育支援ネットワーキング事業委員 長崎県 

岩永竜一郎・准教

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・准教

授 
長崎県発達障害者支援センター就労支援部会委

員 
長崎県 

岩永竜一郎・准教

授 
長崎県障害児就学指導委員会委員 長崎県 

岩永竜一郎・准教

授 
「高等学校における発達障害支援モデル事業」研

究運営委員 
長崎県 

岩永竜一郎・准教

授 
発達障害者専門指導監 労働局 

田中 浩二・助教 介護予防市町支援検討委員会 認知症予防支援

部会委員 
長崎県 

田中 浩二・助教 長崎県福祉のまちづくり推進協議会委員 長崎県 

田中 浩二・助教 ながさきユニバーサルデザインアイデアコンク

ール審査会委員 
長崎県 

田中 浩二・助教 長崎市介護認定審査会委員 長崎市 
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田中 浩二・助教 地域ケア多職種協働推進事業（佐々町地域ケア会

議） 
長崎県 

田中 浩二・助教 長崎市介護予防事業評価委員会委員 長崎市 

田中 浩二・助教 生活行為向上マネジメント推進プロジェクト委

員会委員 
一般社団法人日本作業療法士協会 

田中 浩二・助教 理事・事務局長 一般社団法人長崎県作業療法士会 

田中 浩二・助教 長崎地域リハビリテーション広域支援センター

委員 
長崎圏域 

田中 浩二・助教 会長 長崎大学作業療法学同門会 

吉村俊朗・教授 難病連絡協議会 理事 長崎県 

吉村俊朗・教授 油症対策委員会 委員 長崎県 

吉村俊朗・教授 特定疾患対策協議会 委員 長崎県 

吉村俊朗・教授 県難病患者就労支援推進協議会 副会長 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 日本末梢神経学会 

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（3 月まで） 
村田潤・准教授 作業療法機関誌 編集協力者 社団法人日本作業療法士協会 
村田潤・准教授 日本作業療法研究学会誌 編集委員会 日本作業療法研究学会 
村田潤・准教授 理事 日本ヘルスプロモーション理学療法学会 

東登志夫・教授 理事 日本作業療法研究学会 

東登志夫・教授 学術誌編集委員長 日本作業療法士協会 

東登志夫・教授 編集委員会副編集長 日本作業療法士協会 

東登志夫・教授 学会演題審査委員 日本作業療法士協会 

東登志夫・教授 課題研究助成審査委員 日本作業療法士協会 

東嶋美佐子・教授 長崎市介護認定審査会委員 長崎市 

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医学会 

東嶋美佐子・教授 学会演題審査委員 日本作業療法士協会 

東嶋美佐子・教授 専門 OT(摂食・嚥下)試験問題作成委員 日本作業療法士協会 

東嶋美佐子・教授 作業療法ジャーナル査読委員 三輪書店 

田中悟郎・教授 非常勤講師（精神科リハビリテーション学） 長崎リハビリテーション学院 
岩永竜一郎・准教

授 
非常勤講師（発達障害） 長崎医療技術専門学校 

岩永竜一郎・准教

授 
非常勤講師（発達障害） 長崎リハビリテーション学院 

岩永竜一郎・准教

授 
非常勤講師（心理学） 九州医療技術専門学校 

田中 浩二・助教 非常勤講師（老年看護援助技術・レクリェーショ

ン） 長崎市医師会看護専門学校 

菊池泰樹・准教授 非常勤講師（応用数学特論） 神戸大学大学院工学研究科 

 

 

 

  


