
３．社 会 活 動 

○神経形態学（旧解剖学第一） 

氏名・職 委 員 会 等 名 関 係 機 関 名 

森 望・教授 理事 日本基礎老化学会 

森 望・教授 評議員 日本解剖学会 

森 望・教授 評議員 日本神経化学会 

森 望・教授 評議員 日本生化学会 

森 望・教授 科学研究費補助金専門委員 日本学術振興会 

森 望・教授 科学技術動向研究センター 専門調査員 文部科学省 科学技術政策研究所 

森 望・教授 東北大学加齢医学研究所共同利用・共同研究委

員会委員 
東北大学加齢医学研究所 

森 望・教授 理事 NPO 法人長崎県メンタルヘルス研究会 

森 望・教授 客員研究員 （財）博慈会老人病研究所  

 

○肉眼解剖学（旧解剖学第二） 

氏名・職 委 員 会 等 名 関 係 機 関 名 

弦本敏行・教授 評議員 日本解剖学会 

弦本敏行・教授 編集委員 学術誌: Anatomical Science International 

岡本圭史・准教授 評議員 日本解剖学会地方会 

分部哲秋・講師 評議員 日本人類学会 

分部哲秋・講師 南島原市文化財審議委員 南島原市 

佐伯和信・講師 評議員 日本人類学会 

佐伯和信・講師 Anthropological Science 論文奨励賞選考委員 日本人類学会 

 国立科学博物館 『日本館常設展』 資料監修 
(西北九州地域および北部九州地域出土弥生人

骨, 2014.1.1-12.31) 

国立科学博物館 (東京) 

 吉野ヶ里歴史公園特別企画展 
『よみがえる邪馬台国 倭人伝の道Ⅱ～邪馬台

国の外交拠点 伊都国～』資料貸出、展示監修 
(2014.9.20- 11.9) 

佐賀県教育委員会 

 解剖標本見学実習 長崎県立盲学校 

 解剖標本見学実習 長崎県消防学校 

 解剖標本見学実習 活水大学看護学部 

 解剖標本見学実習 長崎市医師会看護専門学校 

 解剖標本見学実習 佐世保市医師会看護専門学校 

 解剖標本見学実習 鹿島医師会鹿島看護高等専修学校 

 解剖標本見学実習 長崎医療技術専門学校 

 解剖標本見学実習 九州医学技術専門学校 

 解剖標本見学実習 こころ医療専門学校 

 

 



○教室における社会活動について 

①自治体が主催する埋葬遺跡の行政発掘調査に際して、現地での発掘協力および指導を行っている。発掘人骨は整理・

復元と形質に関する分析を行い、その成果は社会的活用を図るために刊行物に報告を行っている。 
②博物館等により古人骨の展示要請がある場合には、資料提供および展示指導を行っている。 
③コメディカルスタッフ養成学校に対して、解剖学的知識を深めるために解剖標本見学を実施している。 

 

○組織解剖学（旧解剖学第三） 

氏名・職 委 員 会 等 名 関 係 機 関 名 

小路武彦・教授 理事長・評議員 日本組織細胞化学会 

小路武彦・教授 常任理事・評議員 日本臨床分子形態学会 

小路武彦・教授 九州支部長・理事・代議員 日本解剖学会 

小路武彦・教授 理事・代議員 日本顕微鏡学会 

小路武彦・教授 理事 日本 Cell Death 学会 

小路武彦・教授 世話人 分子病理学研究会 

小路武彦・教授 Acta Histochemica et Cytochemica 
(Editorial Board) 

日本組織細胞化学会 

小路武彦・教授 Histochemistry and Cell Biology 
(Editorial Board) 

The Society for Histochemistry 

小路武彦・教授 Journal of Biological Research (Hong Kong) 
(Associate Editor-In-Chief) 

Journal of Biological Research (Hong Kong) 

小路武彦・教授 中華人民共和国 海峡予防医学雑誌 
特約編委 

中華人民共和国 海峡予防医学雑誌 
 

小路武彦・教授 Medical Molecular Morphology 
(Editorial Board) 

Medical Molecular Morphology 

小路武彦・教授 科学技術動向研究センター専門調査員 文部科学省 科学技術政策研究所 

小路武彦・教授 研究事業評価委員会委員 長崎県 

小路武彦・教授 在外被爆者支援事業医療協力連絡会議委員 長崎県 

小路武彦・教授 長崎地元連絡協議会委員・世話人 財団法人 放射線影響研究所 

小路武彦・教授 理事 長崎・ヒバクシャ医療国際協力会 

小路武彦・教授 理事 NPO 法人 日本・ミャンマー医療人育成支援

協会 

福田智美・講師 評議員 日本組織細胞化学会 
福田智美・講師 査読委員 Laryngoscope 

福田智美・講師 障害児就学指導委員会委員 長崎市 

遠藤大輔・助教 科学技術動向研究センター専門調査員 文部科学省 科学技術政策研究所 

小路武彦・教授 非常勤講師 (大学院医学獣医学・特別セミナー) 宮崎大学 

小路武彦・教授 非常勤講師 (医学英語) 長崎医療技術専門学校 

小路武彦・教授 非常勤講師 (解剖生理学) 長崎玉成高等学校衛生看護専攻科 

小路武彦・教授 非常勤講師 (解剖学 4) 長崎リハビリテーション学院 

遠藤大輔・助教 非常勤講師 (解剖生理学) 長崎玉成高等学校衛生看護専攻科 

遠藤大輔・助教 非常勤講師 (生理学) 長崎柔鍼スポーツ専門学校 

 



○分子生理学（旧生理学第一） 

氏名・職 委 員 会 等 名 関 係 機 関 名 

蒔田直昌・教授 九州支部評議員 日本循環器学会 

蒔田直昌・教授 理事・総務委員・編集委員・学術諮問委員 日本心電学会 

蒔田直昌・教授 評議員 日本心脈管作動物質学会 

蒔田直昌・教授 学術集会プログラム委員会 日本不整脈学会 

蒔田直昌・教授 理事 日本生理学会 

蒔田直昌・教授 評議員 日本臨床生理学会 

蒔田直昌・教授 理事 西日本生理学会 

蒔田直昌・教授 臨床研究部 顧問 財団法人 放射線影響研究所 

蒔田直昌・教授 非常勤講師（環境生理学概論）大学院 産業医科大学 

辻 幸臣・講師 非常勤講師（基盤医学実習） 名古屋大学環境医学研究所 

 

○神経生理学（旧生理学第二） 

氏名・職 委 員 会 等 名 関 係 機 関 名 

篠原一之・教授 長崎市子どもを守る専門委員会・委員 長崎市 

篠原一之・教授 長崎市学校問題外部調査委員会・委員 長崎市教育委員会 

篠原一之・教授 評議員 日本生理学会 

篠原一之・教授 評議員 西日本生理学会 

篠原一之・教授 評議員 日本内分泌学会九州地方会 

篠原一之・教授 理事 日本健康促進医学会 

篠原一之・教授 委員 高大連携推進委員会 

篠原一之・教授 アロマテラピー学雑誌編集委員会 委員 日本アロマ環境協会 

篠原一之・教授 広報委員会 委員 長崎市医師会 

篠原一之・教授 編集幹事 長崎医学会雑誌 

篠原一之・教授 顧問 一般社団法人 日本ベビーダンス協会 

篠原一之・教授 嘱託講師（医学部基礎分子生物学） 国立大学島根大学 

篠原一之・教授 研修会講師（認定こども園保育者資質向上研修） 長崎純心大学 

篠原一之・教授 非常勤講師（自然分娩を支援するオキシトシン

研究の可能性） 聖路加国際大学 

土居裕和・講師 非常勤講師（生理学Ⅱ） 長崎医療技術専門学校 

西谷正太・助教 非常勤講師（人体のしくみとはたらき） 長崎市医師会看護専門学校 

 

○生化学 

氏名・職 委 員 会 等 名 関 係 機 関 名 

伊藤 敬・教授 評議員 日本生化学会九州支部 

伊藤 敬・教授 評議員 日本生化学会 

 

 



○薬理学 

氏名・職 委 員 会 等 名 関 係 機 関 名 

有賀 純・教授 幹事 日本漢方医学教育協議会 

中川慎介・講師 評議員 日本薬理学会 

中川慎介・講師 非常勤講師（薬理学） 長崎市医師会看護専門学校専門課程 

 

○病理学（旧第一病理） 

氏名・職 委 員 会 等 名 関 係 機 関 名 

下川 功・教授 理事長 NPO Medical Information Network 

下川 功・教授 評議員 日本基礎老化学会 

下川 功・教授 評議員 日本病理学会 

下川 功・教授 評議員 日本抗加齢医学会 

下川 功・教授 編集委員 AGE:Journal of the American Aging Association  
(Springen Netherlands)     

森 亮一・講師 非常勤講師（生物学） 長崎医療技術専門学校 

 

○免疫学 

氏名・職 委 員 会 等 名 関 係 機 関 名 

由井克之・教授 評議員 日本免疫学会 

由井克之・教授 評議員 日本寄生虫学会 

由井克之・教授 免疫学非常勤講師 熊本大学医学部 

由井克之・教授 生体防御医学非常勤講師 岡山大学医学部 

木村大輔・助教 寄生虫検査学非常勤講師 神戸大学大学院保健学研究科 

 

○微生物学 

氏名・職 委 員 会 等 名 関 係 機 関 名 

西田教行・教授 理事 アジア太平洋プリオン研究会 

佐藤克也・准教授 評議員 神経感染症学会 

佐藤克也・准教授 委員 プリオン病 画像小委員会 

佐藤克也・准教授 臨時委員 厚生労働省 薬事・食品衛生審議会 

佐藤克也・准教授 
非常勤講師 
（もの忘れ相談医養成講習会） 

長崎市医師会 

佐藤克也・准教授 
非常勤講師 
（かかりつけ医認知症対応力向上研修について） 

長崎県医師会 

 

○腫瘍医学 

氏名・職 委 員 会 等 名 関 係 機 関 名 

松山俊文・教授 副会長・会長補佐代行 長崎シンガポール・マレーシア協会 

松山俊文・教授 客員教授 国立シンガポール大学 



松山俊文・教授 非常勤講師（病理学） 国立大学法人大分大学 

久保嘉直・准教授 非常勤講師（免疫学） 九州医学技術専門学校 

 

○衛生学 

氏名・職 委 員 会 等 名 関 係 機 関 名 

中込 治・教授 ウイルス性疾患専門部会・部会員 日米医学協力計画（外務省・厚生労働省・文

部科学省） 

中込 治・教授 ロタウイルスワクチン作業チームメンバー, 厚
生科学審議会専門委員 

厚生労働省 

中込 治・教授 幹事 日本臨床ウイルス学会 

中込 治・教授 評議員 日本ウイルス学会 

中込 治・教授 Advisory Editorial Board Molecular and Cellular Probes 

中込 治・教授 Editorial Board Paediatrics and International Child Health 

中込 治・教授 Editorial Board Journal of Institute of Medicine 

石川岳志・准教授 評議員 CBI 学会（情報計算化学生物学会） 

石川岳志・准教授 CBI ジャーナル編集委員第一分野長 CBI 学会（情報計算化学生物学会） 

中込 治・教授 
Honorary Professor 
（感染症・グローバルヘルス）非常勤講師 

リバプール大学・大学院（英国） 

中込とよ子・准教授 
Honorary Senior Fellow 
（感染症・グローバルヘルス）非常勤講師 

リバプール大学・大学院（英国） 

 

○公衆衛生学 

氏名・職 委 員 会 等 名 関 係 機 関 名 

青柳 潔・教授 労働衛生指導医 長崎労働局 

青柳 潔・教授 安全衛生専門委員 長崎労働局 

青柳 潔・教授 保健医療対策協議会成人保健部会専門委員会 

（がん登録委員会）委員 

長崎県 

青柳 潔・教授 保健医療対策協議会専門部会（成人保健部会）委

員 長崎県 

青柳 潔・教授 健康ながさき 21 推進会議委員長 長崎県 

青柳 潔・教授 感染症対策委員会委員 長崎県 

青柳 潔・教授 環境審議会委員 長崎県 

青柳 潔・教授 公害審査委員 長崎県 

青柳 潔・教授 保健医療対策協議会企画調整部会委員 長崎県 

青柳 潔・教授 保健医療対策協議会離島医療部会委員 長崎県 

青柳 潔・教授 保健医療対策協議会母子保健部会委員 長崎県 

青柳 潔・教授 地域・職域連携推進協議会 長崎県 

青柳 潔・教授 ATL ウイルス母子感染防止研究協力事業連絡協

議会委員 長崎県 

青柳 潔・教授 保健所運営協議会委員 長崎市 

青柳 潔・教授 地域保健医療対策協議会委員 長崎市 



青柳 潔・教授 理事 日本公衆衛生学会 

青柳 潔・教授 理事 日本生理人類学会 

青柳 潔・教授 英文誌編集委員 日本生理人類学会 

青柳 潔・教授 代議員 日本産業衛生学会 

青柳 潔・教授 理事 日本産業衛生学会 九州地方会 
青柳 潔・教授 評議員 日本民族衛生学会 

青柳 潔・教授 評議員 日本骨粗鬆症学会 

青柳 潔・教授 理事 九州農村医学会 
青柳 潔・教授 長崎産業保健総合支援センター相談員 独立行政法人労働者健康福祉機構 

安部恵代・准教授 健康ながさき 21 小委員会委員 長崎県 

安部恵代・准教授 環境審議会委員 長崎市 

安部恵代・准教授 評議員 九州農村医学会 

安部恵代・准教授 評議員 日本生理人類学会 

有馬和彦・講師 佐世保市地域包括支援センター受託法人選定委

員 
佐世保市 

西村貴孝・助教 監事 日本生理人類学会 

西村貴孝・助教 評議員 日本生理人類学会 

西村貴孝・助教 英文誌編集委員 日本生理人類学会 

安部恵代・准教授 非常勤講師 長崎女子短期大学 

西村貴孝・助教 非常勤講師 長崎市市医師会看護学校 

 

○法医学 

氏名・職 委 員 会 等 名 関 係 機 関 名 

池松和哉・准教授 評議員 日本法医学会 

池松和哉・准教授 理事・編集委員長・会長 日本法科学技術学会 

池松和哉・准教授 評議員 日本 DNA 多型学会 

池松和哉・准教授 評議員 日本 SIDS 学会 

池松和哉・准教授 非常勤講師（法医学） 久留米大学 

池松和哉・准教授 非常勤講師（法医学） 和歌山県立医科大学 

池松和哉・准教授 非常勤講師（法医学） 鹿児島大学 

池松和哉・准教授 非常勤講師（法医学） 長崎県警察本部警察学校 

池松和哉・准教授 児童虐待等ケースアドバイザー 長崎県長崎こども女性障害者支援センター 

池松和哉・准教授 児童虐待等ケースアドバイザー 長崎県佐世保こども女性障害者支援センター 

山本琢磨・講師 児童虐待等ケースアドバイザー 長崎県長崎こども女性障害者支援センター 

山本琢磨・講師 児童虐待等ケースアドバイザー 長崎県佐世保こども女性障害者支援センター 

山本琢磨・講師 非常勤講師（法医学） 長崎県警察本部警察学校 

 

 

 



○地域医療学 

氏名・職 委 員 会 等 名 関 係 機 関 名 

前田隆浩・教授 五島地区肝炎対策委員会 五島保健所 

前田隆浩・教授 長崎県油症対策委員会委員 長崎県 

前田隆浩・教授 五島中央病院倫理委員会委員 長崎県五島中央病院 

前田隆浩・教授 新型インフルエンザ対策協議会委員 五島保健所 

前田隆浩・教授 五島保健所地域・職域連携推進協議会委員 五島保健所 

前田隆浩・教授 医師試験委員 厚生労働省 

前田隆浩・教授 医師国家試験出題基準改定部会委員 厚生労働省 

前田隆浩・教授 五島市医療提供体制のあり方検討委員会委員 五島市 

前田隆浩・教授 長崎県医師会医療政策・診療報酬等対策協議会委

員 

長崎県医師会 

前田隆浩・教授 五島中央病院治験審査委員会委員 長崎県五島中央病院 

前田隆浩・教授 五島中央病院群研修管理委員会 長崎県五島中央病院 

前田隆浩・教授 評議員 日本生理人類学会 

前田隆浩・教授 評議員 日本病院総合診療医学会 

前田隆浩・教授 五島市保健対策推進協議会委員 五島市 

前田隆浩・教授 五島市予防接種健康被害調査委員会委員 五島市 

前田隆浩・教授 国民体育大会五島市実行委員会 五島市 

前田隆浩・教授 長崎県保健医療対策協議会 離島医療部会委員 長崎県 

前田隆浩・教授 五島地域住民参加型医療改善協議会委員 五島保健所 

前田隆浩・教授 地域医療フォーラムの実行委員会の副委員長 自治医科大学 

前田隆浩・教授 へき地保健医療対策検討会の委員 厚生労働省 

前田隆浩・教授 日本プライマリ・ケア連合学会理事 日本プライマリ・ケア連合学会 

前田隆浩・教授 
日本プライマリ・ケア連合学会長崎県支部会副会

長 

日本プライマリ・ケア連合学会長崎県支

部会 

前田隆浩・教授 全国医学部長病院長会議地域医療検討委員会委員 全国医学部長病院長会議 

前田隆浩・教授 
日本医学教育学会地域医療・多職種連携教育員会

委員 

日本医学教育学会 

前田隆浩・教授 全国地域医療教育協議会の代表世話人 全国地域医療教育協議会 

前田隆浩・教授 
都道府県へき地保健医療計画実行支援とその評価

に関する研究委員 

厚生労働省 

前田隆浩・教授 ながさき健康・省エネ住宅推進協議会委員 ながさき健康・省エネ住宅推進協議会 

門田耕一郎・助教 
日本プライマリ・ケア連合学会長崎県支部会世話

人 

日本プライマリ・ケア連合学会長崎県支

部会 

門田耕一郎・助教 
全国禁煙推進研究会委員 厚生労働省、長崎県、長崎市、長崎県医

師会 

前田隆浩・教授 

清水悠路・助教 

永吉真子・助教 

（教室における社

会活動） 

五島市疾病対策研究会 

（自治体と共同で、地域の疾病予防・健康増進を

目的として H25年 12月から発足した「五島市疾病

対策研究会」にメンバーとして参加している） 

五島市健康政策課、五島市長寿介護課、

長崎大学（地域医療学、予防医科学研究

所、離島医療研究所、および、歯学部）、

五島中央病院、地元医師会等 

前田隆浩・教授 非常勤講師（地域医療学） 国立大学法人 徳島大学 



○医療情報学 

氏名・職 委 員 会 等 名 関 係 機 関 名 

本多正幸・教授 第 18 回日本遠隔医療学会学術大会 日本遠隔医療学会 

松本武浩・准教授 医療分野における IT化検討委員会委員 長崎県福祉保健部 

松本武浩・准教授 救急医療情報システム検討委員会委員 長崎県福祉保健部 

松本武浩・准教授 長崎県あじさいネット拡充プロジェクト室室

長 
長崎県福祉保健部 

松本武浩・准教授 長崎県医療機能情報提供検討会委員 長崎県福祉保健部 

松本武浩・准教授 長崎県医師会情報システム検討委員会委員 長崎県医師会 

松本武浩・准教授 長崎市情報化検討委員会委員 長崎県医師会 

松本武浩・准教授 長崎市医師会情報処理委員会委員 長崎市医師会 

松本武浩・准教授 NPO 法人長崎地域医療連携ネットワークシス

テム協議会理事・運営委員会委員 
NPO 法人長崎地域医療連携ネットワークシス

テム協議会（あじさいネット） 

松本武浩・准教授 日本クリニカルパス学会電子化パス委員会 日本クリニカルパス学会 

松本武浩・准教授 庶務部 IT 委員会 日本臨床内科医会 

本多正幸・教授 非常勤講師 国立病院機構嬉野医療センター付属看護学校 

本多正幸・教授 非常勤講師 国立大学法人高知大学 

 
 

○内科学第一 
氏名・職 委 員 会 等 名 関 係 機 関 名 

川上 純・教授 特定疾患対策協議会審査委員 長崎県 

川上 純・教授 評議員、RA 超音波標準化小委員会委員 日本リウマチ学会 

川上 純・教授 Modern Rheumatology Trasmitting Editor 日本リウマチ学会 

川上 純・教授 International Journal of Rheumatic Disease 
Associate Editor APLAR 

川上 純・教授 評議員 日本内科学会 

川上 純・教授 評議員 日本臨床免疫学会 

川上 純・教授 評議員 日本臨床リウマチ学会 

川上 純・教授 運営委員 九州リウマチ学会 

川上 純・教授 評議員 日本炎症・再生医学会 

川上 純・教授 理事 日本シェーグレン症候群学会 

川上 純・教授 編集委員 分子リウマチ治療編集委員会 

川上 純・教授 Arthritis Rheumatism 日本語版編集委員 ワイリー・パブリッシング・ジャパン 

川上 純・教授 世話人・編集アドバイザー 先端医学社・炎症と免疫 

川上 純・教授 編集委員 先端医学社・Rheumatology Clinical Research 

山崎浩則・准教授 委員 長崎県福祉保健部 国保・健康増進課 
長崎県保健・福祉・医療データ共同分析研究会 

山崎浩則・准教授 委員 長崎県福祉保健部 国保・健康増進課 
健康ながさき 21 推進会議小委員会 

山崎浩則・准教授 委員 長崎県福祉保健部 
長崎大学と長崎県との保健医療福祉専門部会 



山崎浩則・准教授 委員 長崎県糖尿病対策推進会議，長崎県医師会 
長崎県糖尿病地域連携パス研究会 

山崎浩則・准教授 幹事 臨床コーチング研究会 

山崎浩則・准教授 世話人 西日本肥満研究会 

山崎浩則・准教授 会長 日本糖尿病協会長崎分会つるの会 

阿比留教生・准教授 学術評議員 日本糖尿病・肥満動物学会 

阿比留教生・准教授 委員 長崎市ストップ CKD ネットワーク会議 

阿比留教生・准教授 指導医運営委員 長崎県小児糖尿病ことのうみ 

阿比留教生・准教授 幹事 長崎県糖尿病対策推進会議 

阿比留教生・准教授 世話人 1 型糖尿病研究会 

阿比留教生・准教授 役員 日本糖尿病協会長崎分会つるの会 

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 

宇佐俊郎・講師 委員 長崎県緊急被ばく医療ネットワーク検討会 

宇佐俊郎・講師 主査 長崎県緊急被ばく医療ネットワーク検討会作業

部会 

宇佐俊郎・講師 理事 長崎大学医師会 

宇佐俊郎・講師 委員 長崎県在外被爆者支援事業関係医療調整会議 

宇佐俊郎・講師 評議員  日本甲状腺学会 

宇佐俊郎・講師 評議員 日本内分泌学会 

宇佐俊郎・講師 委員 長崎県社会保険診療報酬支払基金審査 

宇佐俊郎・講師 委員 佐賀県・佐賀地区「緊急被ばく医療ネットワー

ク検討会」 

宇佐俊郎・講師 委員 原子力安全研究協会・「原子力災害時における

医療対応に関する研修」講師連絡会（合同）/ 講
師連絡会Ⅰ/ 講師連絡会Ⅱ 

世羅至子・講師 副会長 日本糖尿病協会長崎分会つるの会 

中村英樹・講師 運営委員 九州リウマチ学会 

中村英樹・講師 評議員 日本リウマチ学会 

中村英樹・講師 評議員・編集委員 日本臨床免疫学会 

玉井慎美・講師 評議員 日本リウマチ学会 

玉井慎美・講師 評議員・広報委員会委員 日本臨床免疫学会 

安藤隆雄・講師 評議員 日本甲状腺学会 

安藤隆雄・講師 評議員 日本内分泌学会九州支部評議会 

安藤隆雄・講師 評議員 日本内分泌学会 

安藤隆雄・講師 副センター長 長崎大学病院内科ハブセンター 

安藤隆雄・講師 役員 日本糖尿病協会長崎分会つるの会 

川尻真也・助教 評議員 日本リウマチ学会 

堀江一郎・助教 役員 日本糖尿病協会長崎分会つるの会 

赤澤 諭・助教 役員 日本糖尿病協会長崎分会つるの会 

玉井慎美・講師 五島中央病院 WEB カンファランス：今日の関 五島中央病院 



節リウマチ治療 

○教室における社会活動について 

①長崎県主催で市民公開講座「関節リウマチ最前線」の講演を年２回講演している。 

②糖尿病啓発公開講座「第１回スマイルライフ」を開催し講演や指導を行った。 

③長崎市にて「脳梗塞を見逃さない～脳卒中はぼやで消す～」を講演した。 

④長崎県小児糖尿病療育サマーキャンプを毎年 1回開催し患児との交流を深めている。 

⑤長崎市において 2型糖尿病の食事療法・運動療法を長崎市職員向けに講演した。 

⑥壱岐市において難病患者等ホームヘルパー養成研修会の講演を行った。 

⑦長崎市において精神・神経系の副作用の見方を薬剤師向けに講演した。 

⑧長崎市において第３回日糖協長崎県支部栄養部会研修会を管理栄養士向けに行った。 

 

○内科学第二 

氏名・職 委 員 会 等 名 関 係 機 関 名 

河野 茂・教授 理事 日本呼吸器学会 

河野 茂・教授 理事 日本結核病学会 

河野 茂・教授 理事 日本化学療法学会 

河野 茂・教授 理事 日本医真菌学会 

河野 茂・教授 理事 日本 DDS 学会 

河野 茂・教授 理事 日本臨床生理学会 

河野 茂・教授 理事 日本マイコプラズマ学会 

河野 茂・教授 評議員 日本内科学会 

河野 茂・教授 評議員 日本感染症学会 

河野 茂・教授 評議員 日本肺癌学会 

河野 茂・教授 評議員 日本呼吸器内視鏡学会 

河野 茂・教授 評議員 日本環境感染学会 

河野 茂・教授 評議員 日本臨床微生物学会 

河野 茂・教授 評議員 日本臨床分子医学会 

河野 茂・教授 評議員 日本老年医学会 

河野 茂・教授 評議員 日本サルコイドーシス/肉芽腫性疾患学会 

河野 茂・教授 副理事 International Society for Human and Animal 
Mycology 

石松祐二・准教授 長崎県地方労災委員 厚生労働省 

石松祐二・准教授 長崎県労災保険診療指導委員会委員 厚生労働省 

石松祐二・准教授 長崎県地方じん肺審査医 長崎労働局 

石松祐二・准教授 長崎県福祉保健審議会委員 長崎県 

石松祐二・准教授 評議員 日本呼吸器学会 

石松祐二・准教授 夜間急患センター運営委員協議会委員 長崎市 

中村洋一・講師 評議員 日本肺癌学会 

中村洋一・講師 評議員 日本臨床腫瘍学会 

中村洋一・講師 評議員 日本呼吸器学会 

中村洋一・講師 治療効果判定基準委員会委員 日本肺癌学会 

中村洋一・講師 ガイドライン作成委員会委員 日本肺癌学会 

中村洋一・講師 長崎県がん看護師育成検討委員会委員 長崎県 



中村洋一・講師 肺癌検診読影委員 長崎市医師会 

中村洋一・講師 長崎地方労災委員 長崎労働基準局 

石松祐二・准教授 大学院セミナー 産業医大呼吸器内科学 

尾長谷 靖・講師 非常勤講師（内科学総論：喘息・COPD） 長崎大学歯学部 

中村洋一・講師 非常勤講師（内科学総論：肺癌） 長崎大学歯学部 

 

○消化器内科学 
氏名・職 委 員 会 等 名 関 係 機 関 名 

中尾一彦・教授 Associate Editor Hepatology Research 

中尾一彦・教授 Associate Editor Journal of Gastroenterology 

中尾一彦・教授 特定疾患対策協議会審査委員 長崎県 

中尾一彦・教授 肝炎対策協議会委員 長崎県 

中尾一彦・教授 国民健康保険診療報酬審査委員会委員 長崎県 

中尾一彦・教授 財団評議員 日本消化器病学会 

中尾一彦・教授 欧文誌編集委員 日本消化器病学会 

中尾一彦・教授 利益相反委員 日本消化器病学会 

中尾一彦・教授 九州支部評議員 日本消化器病学会 

中尾一彦・教授 九州支部評議員 日本消化器内視鏡学会 

中尾一彦・教授 社団評議員 日本消化器内視鏡学会 

中尾一彦・教授 評議員 日本内科学会 

中尾一彦・教授 九州支部運営委員 日本内科学会 

中尾一彦・教授 西部会評議員 日本肝臓学会 

中尾一彦・教授 評議員 日本肝臓学会 

中尾一彦・教授 欧文誌編集委員 日本肝臓学会 

中尾一彦・教授 肝臓専門医制度審議会委員 日本肝臓学会 

中尾一彦・教授 演題選定委員 日本肝臓学会 

中尾一彦・教授 治験支援委員会委員 日本肝臓学会 

中尾一彦・教授 幹事 日本消化器内視鏡学会九州支部 

中尾一彦・教授 幹事 日本消化器病学会九州支部 

中尾一彦・教授 Editorial Board The LIVER CANCER JOURNAL 

竹島史直・准教授 学会評議員 日本消化器病学会 

竹島史直・准教授 社団評議員 日本消化器内視鏡学会 

竹島史直・准教授 和文誌査読委員 日本消化器内視鏡学会 

竹島史直・准教授 九州支部評議員 日本消化器病学会 

竹島史直・准教授 九州支部評議員 日本消化器内視鏡学会 

竹島史直・准教授 九州支部評議員 日本大腸肛門病学会 

竹島史直・准教授 九州支部幹事 日本大腸検査学会 

磯本 一・准教授 幹事 GI-metabolism Forum 

磯本 一・准教授 委員 先導生命科学研究支援センター放射線障害予

防委員会 



磯本 一・准教授 運営幹事  九州胃と腸大会 

磯本 一・准教授 Editorial Board（査読委員） Annals of Translational Medicine 

磯本 一・准教授 Editorial Board（査読委員） Medical Science Monitor (American Journal of 
Case Reports) 

磯本 一・准教授 Editorial Board（査読委員） World Journal of Gastroenterology 

磯本 一・准教授 Editorial Board（査読委員） World Journal of Gastroenterological Endoscopy 

磯本 一・准教授 Editorial Board（査読委員） World Journal of Gastrointestinal 
Pathophysiology 

磯本 一・准教授 Editorial Board（査読委員） World Journal of Clinical Cases 

磯本 一・准教授 評議員 日本消化器病学会 

磯本 一・准教授 評議員 日本消化器内視鏡学会 

磯本 一・准教授 評議員 日本ヘリコバクター学会 

磯本 一・准教授 評議員 日本レーザー医学会 

磯本 一・准教授 認定医制度委員会委員 日本ヘリコバクター学会 

磯本 一・准教授 財務委員会委員 日本ヘリコバクター学会 

磯本 一・准教授 国際委員会委員 日本ヘリコバクター学会 

磯本 一・准教授 代議員 日本消化管学会 

磯本 一・准教授 九州支部評議員 日本消化器病学会 

磯本 一・准教授 九州支部評議員 日本消化器内視鏡学会 

磯本 一・准教授 Associate Editor(編集委員) Digestive Endoscopy 日本消化器内視鏡学会雑

誌（英文誌） 

磯本 一・准教授 査読委員 日本消化器内視鏡学会雑誌（和文誌） 

磯本 一・准教授 Editorial Board（査読委員） World Journal of Hepatology 

大仁田 賢・講師 評議員 日本消化器病学会 

大仁田 賢・講師 評議員 日本消化器内視鏡学会 

大仁田 賢・講師 代議員 日本消化管学会 

大仁田 賢・講師 九州支部評議員 日本消化器病学会 

大仁田 賢・講師 九州支部評議員 日本消化器内視鏡学会 

大仁田 賢・講師 運営幹事 九州胃と腸大会 

田浦直太・講師 九州支部評議員 日本消化器病学会 

田浦直太・講師 西部会評議員 日本肝臓学会 

田浦直太・講師 評議員 日本消化器病学会 

宮明寿光・助教 九州支部評議員 日本消化器病学会 

宮明寿光・助教 西部会評議員 日本肝臓学会 

松島加代子・助教 九州支部評議員 日本消化器病学会 

南 ひとみ・助教 international member 米国消化器内視鏡学会（ASGE） 

南 ひとみ・助教 九州支部評議員 日本消化器病学会 

南 ひとみ・助教 九州支部評議員 日本消化器内視鏡学会 

大仁田 賢・講師 非常勤講師（消化器内視鏡指導） 佐賀大学医学部 

南 ひとみ・助教 Visiting professor （客員教授） De La Salle University Medical Center 

南 ひとみ・助教 Visiting professor （客員教授） AITS (Asian institute of telesurgery) 

南 ひとみ・助教 Visiting professor （客員教授） EITS (European institute of telesurgery) 



○循環器内科学 
氏名・職 委 員 会 等 名 関 係 機 関 名 

前村浩二・教授 評議員、指導医 日本内科学会 

前村浩二・教授 社員（代議員）、九州地方幹事 
情報広報委員会委員、国際交流委員会委員 
教育研修委員会委員、心臓移植適応検討小委員会

委員 

日本循環器学会 

前村浩二・教授 理事、The 18th International Vascular Biology 
Meeting Local Advisory Board 

日本血管生物医学会 

前村浩二・教授 評議員 
FJCC 資格審査委員会委員、利益相反委員会委員 

日本心臓病学会 

前村浩二・教授 評議員、指導医、長崎県世話人 
高血圧治療ガイドライン 2014 リエゾン委員 
生涯教育委員会長崎県世話人 

日本高血圧学会 

前村浩二・教授 評議員、指導医 
脂質異常症治療ガイドセミナー地区担当委員 

日本動脈硬化学会 

前村浩二・教授 評議員、学術委員会委員 日本脈管学会 

前村浩二・教授 評議員 日本臨床分子医学会 

前村浩二・教授 理事、利益相反委員会委員 日本時間生物学会 

前村浩二・教授 監事、評議員 日本心脈管作動物質学会 

前村浩二・教授 評議員 日本抗加齢医学会 

前村浩二・教授 代議員、指導医 日本老年医学会 

前村浩二・教授 評議員 International Society of Heart Research 日本部会 

前村浩二・教授 評議員、プログラム委員会委員、YIA 審査委員 脳心血管抗加齢研究会 

前村浩二・教授 理事 日本健康促進医学会 

前村浩二・教授 学術評議員、学術集会プログラム委員 日本心血管脳卒中学会 

前村浩二・教授 編集委員 Arteriosclerosis Thrombosis Vascular Biology 

前村浩二・教授 編集委員 Circulation Journal 

前村浩二・教授 編集委員 International Heart Journal  

前村浩二・教授 編集委員 日本時間生物学会誌「時間生物学」 

前村浩二・教授 Advisory Board 日本心臓財団・日本循環器学会刊「心臓」 

前村浩二・教授 編集委員 医学書院「medicina」 

前村浩二・教授 編集アドバイザー メディカルレビュー社「Cardiovascular Frontier」 

前村浩二・教授 編集アドバイザー メディカルレビュー社「Cardio-Renal Diabetes」 

前村浩二・教授 研究委員 (財)日本心臓血圧研究振興会 

前村浩二・教授 長崎県支部長 日本高血圧協会 

前村浩二・教授 長崎県指定難病審査会委員 長崎県 

前村浩二・教授 急性心筋梗塞検討委員会委員 長崎県 

前村浩二・教授 長崎県保健医療対策協議会企画調整部会委員 長崎県 

前村浩二・教授 長崎市地域医療検討会委員 長崎市 

前村浩二・教授 長崎県医師会急性心筋梗塞検討委員会委員 長崎県医師会 

前村浩二・教授 臨床研究部顧問 (財)放射線影響研究所 



河野浩章・准教授 評議員 日本心臓病学会 

河野浩章・准教授 代議員 日本老年医学会 

河野浩章・准教授 幹事 心筋生検研究会 

河野浩章・准教授 世話人 九州心臓リハビリテーション学会 

河野浩章・准教授 世話人 長崎心臓リハビリテーション学会 

河野浩章・准教授 評議員 日本心臓リハビリテーション学会 

河野浩章・准教授 評議員 日本循環器学会九州支部 

池田聡司・講師 九州地方会代議員 日本老年病学会 

池田聡司・講師 社員、専門医制度委員会委員 日本循環器学会 

池田聡司・講師 評議員 日本循環器学会九州支部 

池田聡司・講師 評議員 日本臨床生理学会 

池田聡司・講師 評議員 日本肺循環学会 

池田聡司・講師 評議員 日本肺高血圧学会 

池田聡司・講師 評議員 国際心血管薬物療法学会（J-ISCP） 

小出優史・講師 地域別教育研修会長崎県運営委員 日本心臓核医学会 

小出優史・講師 評議員 日本循環器学会九州支部 

小出優史・講師 非常勤学校医 長崎総合科学大学 

小出優史・講師 非常勤学校医 長崎総合科学大学附属高校 

深江学芸・講師 非常勤講師（循環器病学） 長崎市医師会看護学校 

 

○精神科神経科 
氏名・職 委 員 会 等 名 関 係 機 関 名 

小澤寛樹・教授 理事 日本精神行動遺伝医学会 

小澤寛樹・教授 評議員 国際アルコール医学生物学会 

小澤寛樹・教授 評議員 日本うつ病学会 

小澤寛樹・教授 評議員 日本神経精神薬理学会 

小澤寛樹・教授 評議員 日本精神神経学会 

小澤寛樹・教授 評議員 日本生物学的精神医学会 

小澤寛樹・教授 評議員 日本アルコール・薬物医学会 

小澤寛樹・教授 評議員 日本臨床精神神経薬理学会 

小澤寛樹・教授 評議員 日本統合失調症学会 

小澤寛樹・教授 評議員 日本内観医学会 

小澤寛樹・教授 国際委員会委員 日本精神神経学会 

小澤寛樹・教授 編集顧問 臨床精神医学 

小澤寛樹・教授 編集顧問 分子精神医学 

小澤寛樹・教授 編集同人 最新精神医学 

小澤寛樹・教授 編集同人 Journal Neural Transmission Advisory board 

小澤寛樹・教授 編集同人 The Japanese young researcher’s society of 
neurobehabioral pharmacology board 

小澤寛樹・教授 精神保健福祉協会会長 社団法人長崎県精神保健福祉協会 



小澤寛樹・教授 精神病院実地指導及び入院患者病状実地診査に

係る委員 
長崎県障害福祉課 
 

小澤寛樹・教授 精神医療審査会委員 長崎県障害福祉課 

小澤寛樹・教授 精神保健福祉協議会委員 長崎県地域保健課 

小澤寛樹・教授 長崎県自殺対策連絡協議会委員 長崎県障害福祉課 

小澤寛樹・教授 精神病院実地指導及び入院患者病状実地審査に

係る委員 長崎県障害福祉課 

小澤寛樹・教授 長崎県指定難病審査会委員 長崎県国保・健康増進課 

小澤寛樹・教授 カウンセラー派遣事業相談専門員 長崎県 

小澤寛樹・教授 長崎県精神科救急医療システム連絡調整委員会

委員 長崎県障害福祉課 

小澤寛樹・教授 被爆地域（健康診断特例区域）拡大に伴う事業

検討会委員 長崎市拡大地域支援室 

小澤寛樹・教授 精神保健審判員 長崎地方裁判所 

小澤寛樹・教授 鑑定人 長崎地方裁判所 

小澤寛樹・教授 運営適正化委員会委員 長崎県社会福祉協議会 

小澤寛樹・教授 日本精神神経学会 ICD1-11 委員会委員 日本精神神経学会 

小澤寛樹・教授 日本精神神経学会 国際委員会委員 日本精神神経学会 

小澤寛樹・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 

小澤寛樹・教授 平成 26 年度科学研究費助成事業講師 熊本県立大学 

小澤寛樹・教授 有識者会議委員 長崎県・佐世保市 IR 推進協議会 

小澤寛樹・教授 WHO 精神保健研究・訓練のための地域協力セン

ター長 世界保健機関 

小澤寛樹・教授 基幹型認知症疾患医療センター センター長 長崎県 

小澤寛樹・教授 NPO 法人副理事長 特定非営利活動法人 長崎県メンタルヘルス

研究会 
小澤寛樹・教授 特定指導医、専門医 日本総合病院精神医学会 

小澤寛樹・教授 専門医 日本老年精神医学会 

小澤寛樹・教授 専門医 日本精神神経学会 

小澤寛樹・教授 精神保健指定医 長崎県障害福祉課 

今村 明・准教授 第二種健康診断特例区域に関する事業検討会 
委員 長崎市原爆被爆対策部調査課 

今村 明・准教授 被爆体験者精神医療受給者症審査委員会 長崎市拡大地域支援室 

今村 明・准教授 こころの緊急支援チーム運営委員 長崎こども・女性・障害者支援センター 

今村 明・准教授 特別児童扶養手当審査医師 長崎県こども政策局こども家庭課 

今村 明・准教授 特別児童扶養手当等受給資格の認定審査に係る

嘱託医 長崎県障害福祉課 

今村 明・准教授 医療観察法病棟外部評価会議外部委員 長崎県立精神医療センター 

今村 明・准教授 第二種健康診断特例区域に関する事情検討委員 長崎市原爆被爆対策部調査課 

今村 明・准教授 長崎県精神医療審査会委員 長崎県障害福祉課 

今村 明・准教授 精神科病院実地指導及び入院患者病状実地審査

に係る委員 長崎県障害福祉課 

今村 明・准教授 医療観察法病棟倫理会議外部委員 独立行政法人国立病院機構 肥前精神医療セ

ンター 
今村 明・准教授 長崎県精神保健福祉協会事業部会委員 長崎県精神保健福祉協会 



今村 明・准教授 長崎県発達障害児支援体制整備事業検討協議会

委員 長崎県こども家庭課 

今村 明・准教授 地方労災医員 長崎労働局 

今村 明・准教授 嘱託医 長崎家庭裁判所 

今村 明・准教授 精神保健審判医 長崎地方裁判所 

今村 明・准教授 精神保健指定医 長崎県障害福祉課 

黒滝直弘・講師 日本生物学的精神医学会評議委員 日本生物学的精神医学会 

黒滝直弘・講師 日本精神神経学会 ICD-11 委員会委員 日本精神神経学会 

黒滝直弘・講師 Sotos Syndrome Support Association(USA)アドバ

イザー 
Sotos Syndrome Support Association 

黒滝直弘・講師 Veterans Evaluation Services Professional Veterans Evaluation Services 

黒滝直弘・講師 医療観察法病棟倫理委員会委員 長崎県立精神医療センター 

黒滝直弘・講師 長崎県高齢者虐待防止・身体拘束ゼロ作戦推進

会議委員 長崎県 

黒滝直弘・講師 長崎地域連携プロジェクト準備委員会 長崎県 

黒滝直弘・講師 長崎県保健医療対策協議会精神保健部会 長崎県 

黒滝直弘・講師 講師（認知症の概念と治療） 長崎こども・女性・障害者支援センター 

黒滝直弘・講師 講師（第 2 回復職&リフレッシュトレーニング 

認知症は薬で治るか？） 
長崎大学病院・メディカルワークバランスセ

ンター 

黒滝直弘・講師 基幹型認知症疾患医療センター副センター長 長崎県 

黒滝直弘・講師 精神保健指定医 長崎県障害福祉課 

木下裕久・講師 被爆体験者医療受給者証審査会委員 長崎市拡大地域支援室 

木下裕久・講師 第二種健康診断特例区域に関する事業検討委員 長崎市原爆被爆対策部調査課 

木下裕久・講師 メンタルヘルス相談医（非常勤嘱託医師） 長崎市保健所 

木下裕久・講師 精神保健指定医 長崎県障害福祉課 

杉本 流・助教 長崎県自立支援医療費支給認定等判定委員会委

員 
長崎こども・女性・障害者支援センター 

杉本 流・助教 被爆体験者精神医療受給者証審査会委員 長崎市原爆被爆対策部 

杉本 流・助教 精神保健指定医 長崎県障害福祉課 

小野慎治・助教 精神保健指定医 長崎県障害福祉課 

久保達也・助教 精神保健指定医 長崎県障害福祉課 

小澤寛樹・教授 非常勤講師（精神学入門） 長崎市医師会看護専門学校 

小澤寛樹・教授 非常勤講師（精神系） 札幌医科大学 

今村 明・准教授 講師 （発達障害と支援のあり方～地域で共に

生きるために） 長崎市障害福祉課 

黒滝直弘・講師 非常勤講師（精神障害と治療法） 長崎市医師会看護専門学校 

木下裕久・講師 講師（緩和ケア） 日本赤十字社長崎原爆病院 

 

○小児科学 
氏名・職 委 員 会 等 名 関 係 機 関 名 

森内浩幸・教授 
科学技術システム改革事業研究領域主管 
（H25.5~H26.3） 

独立行政法人 科学技術振興機構 



森内浩幸・教授 
科学技術振興調整費追跡評価委員会 委員 
（H25.6~H26.3） 

独立行政法人 科学技術振興機構 

森内浩幸・教授 領域アドバイザー（H26.6~H27.3） 独立行政法人 科学技術振興機構 

森内浩幸・教授 ICD-11 Pediatric Topic Advisory Group  WHO（世界保健機構） 

森内浩幸・教授 予防接種部会 HPV ワクチン作業チーム 厚生労働省 

森内浩幸・教授 社会保障審議会統計分科会「疾病・傷害及び死因

分類専門委員会」専門委員（H25.9~H29.1） 
厚生労働省（大臣官房統計情報部） 

森内浩幸・教授 HTLV-1 対策推進協議会（H25.9~H26.9） 厚生労働省（健康局） 

森内浩幸・教授 血液医学選考委員（H25.4～H29.3） 先進医薬研究振興財団 

森内浩幸・教授 「長崎における黄砂等の小児呼吸器疾患・機能に

対する疫学研究会合」委員（H25.7~H27.3） 
一般社団法人 環境情報科学センター 

森内浩幸・教授 特定疾患対策協議会 委員（H25.4~H27.3） 長崎県 

森内浩幸・教授 
予防接種健康被害調査委員会専門医師 
（H25.7~H27.3） 

長崎県 

森内浩幸・教授 麻しん対策会議委員（H25.2~H29.1） 長崎県 

森内浩幸・教授 感染症対策委員会（H23.8～） 長崎県 

森内浩幸・教授 地域医療検討会周産期医療専門部会委員 長崎県 

森内浩幸・教授 保健医療対策協議会「小児･周産期･産科医療確保

対策部会」委員（H24.1~H27.3） 
長崎県 

森内浩幸・教授 ATL ウイルス母子感染防止研究協議会関連協議会 長崎県 

森内浩幸・教授 福祉保健審議会委員（H24.7~H27.6） 長崎県 

森内浩幸・教授 
新生児聴覚検査推進事業検討協議会委員 
（H254.5～H27.3） 

長崎県 

森内浩幸・教授 
先天性代謝異常等検査事業検討協議会委員 
（H26.1~H28.3） 

長崎県 

森内浩幸・教授 長崎県指定難病審査会委員（H26.12~H28.12） 長崎県 

森内浩幸・教授 医事関係専門委員（H24.10~H28.9） 長崎地方裁判所 

森内浩幸・教授 理事（H24.4~H27.3） (財)長崎県健康事業団 

森内浩幸・教授 結核対策委員会（H25.5~H27.3） 長崎市教育委員会 

森内浩幸・教授 学校医部会 委員長（H26.6~） 長崎県医師会 

森内浩幸・教授 母子保健・少子化対策等検討委員会 委員長

（H26.6~） 
長崎県医師会 

森内浩幸・教授 腫瘍統計委員会及び長崎腫瘍組織登録委員会 長崎県医師会 

森内浩幸・教授 医学用語管理委員会委員（H25.4~H27.6） 日本医学会 

森内浩幸・教授 

代議員（H25.11～），予防接種・感染対策委員会

専門委員（H24.6~H28.5），国際 WG 対応協力員

（H26.4~H27.3），学術委員会委員（H26.5~H28.5），
国際渉外委員会委員（H26.5~H28.5），用語ワーキ

ンググループ委員（H24.9~H26），試験運営委員会

幹事，英文誌編集委員会委員（H26.5~H28.5），専

門医試験出題委員（H24.3～H28.3）長崎地方会会

長 

日本小児科学会 



森内浩幸・教授 

評議員（H24.11~H28），研究教育委員会 委員長

（H24.11~H28），小児感染症専門医検討委員会委

員（H24.11~H28），将来計画委員会委員

（H24.11~H28） 

日本小児感染症学会 

森内浩幸・教授 理事（H26~H29），ウイルス検査体制委員会 委

員長（H24~H27） 
日本ウイルス学会 

森内浩幸・教授 幹事（H26.6~H27.6） 臨床ウイルス学会 

森内浩幸・教授 評議員（H26.10~H30） 日本母乳哺育学会 

森内浩幸・教授 顧問 先天性トキソプラズマ&サイトメガロウイ

ルス感染症 患者の会「トーチの会」 

本村秀樹・助教 
岡田雅彦・講師 

学校医（H26.4～H27.3） 長崎大学教育学部 

岡田雅彦・講師 評議員（H24.11~H28） 日本小児感染症学会 

岡田雅彦・講師 結核対策委員会 長崎市教育委員会 

白川利彦・助教 
長崎市夜間急患センター運営協議会委員 
（H24.11~H28.11） 

長崎市 

白川利彦・助教 
長崎県児童虐待予防対策研究会委員 
（H25.1~H27.2） 

長崎県（福祉保健部） 

中嶋有美子・助教 非常勤医師（乳幼児健康診査）（H25.4~H27.3） 長崎市 

橋本邦生・助教 「長崎における黄砂等の小児呼吸器疾患・機能に

対する疫学研究会合」委員（H25.7~H27.3） 
一般社団法人 環境情報科学センター 

伊達木澄人・助教 
先天性代謝異常等検査事業検討協議会委員 
（H26.1~H28.3） 

長崎県 

森内浩幸・教授 非常勤講師（こどもの保健 I・こどもの栄養） 長崎大学教育学部 

森内浩幸・教授 非常勤講師（小児科学）（H26.4~H27.3） 富山大学（医学部） 

森内浩幸・教授 非常勤講師（小児看護学Ⅰ）（H26.4~H27.3） 長崎県立大学シーボルト校 

白川利彦・助教 非常勤講師（小児看護学方法論Ⅰ） 長崎市医師会看護専門学校 

里 龍晴・助教 非常勤講師（こどもの保健 I） 長崎大学教育学部 

白川利彦・助教 非常勤講師（小児科学）（H26.4~H26.9） 長崎医療技術専門学校 

 

○外科学第一 
氏名・職 委 員 会 等 名 関 係 機 関 名 

永安 武・教授 保健医療対策協議会－がん対策部会委員 長崎県 

永安 武・教授 総合保健センター理事 長崎県 

永安 武・教授 長崎腫瘍組織登録委員会 長崎県 

永安 武・教授 代議員 日本外科学会 

永安 武・教授 臨床研究推進委員 日本外科学会 

永安 武・教授 選挙管理委員 日本外科学会 

永安 武・教授 評議員 日本胸部外科学会 

永安 武・教授 会誌編集委員会 委員 日本胸部外科学会 

永安 武・教授 評議員 日本呼吸器外科学会 

永安 武・教授 理事 日本呼吸器外科学会 



永安 武・教授 呼吸器外科専門医合同委員会 委員 日本呼吸器外科学会 

永安 武・教授 評議員 日本呼吸器内視鏡学会 

永安 武・教授 理事 日本呼吸器内視鏡学会 

永安 武・教授 将来計画委員会 委員 日本呼吸器内視鏡学会 

永安 武・教授 専門医制度委員会 委員 日本呼吸器内視鏡学会 

永安 武・教授 評議員 日本肺癌学会 

永安 武・教授 手術記載検討委員 日本肺癌学会 

永安 武・教授 評議員 日本移植学会 

永安 武・教授 評議員 日本気管食道科学会 

永安 武・教授 肺移植検討委員会 委員 日本呼吸器学会 

永安 武・教授 幹事 日本肺および心肺移植研究会 

永安 武・教授 専門委員 長崎地方裁判所 

永安 武・教授 編集委員 General Thoracic and Cardiovascular Surgery 

永安 武・教授 理事 長崎大学医師会 

永安 武・教授 委員 肺・心肺移植関連学会協議会 

永安 武・教授 評議員 九州外科学会 

永安 武・教授 評議員 日本呼吸器学会九州地方会 

永安 武・教授 評議員、世話人 日本胸部外科学会九州地方会 

永安 武・教授 幹事 日本乳癌学会九州地方会 

永安 武・教授 世話人 九州肺移植検討会 

永安 武・教授 世話人 九州代謝・栄養研究会 

永安 武・教授 世話人 日本異種移植研究会 

大畠雅之・准教授 社会福祉審議会 委員 長崎市 

大畠雅之・准教授 評議員 日本小児外科学会 

大畠雅之・准教授 小児救急検討委員会 委員長 日本小児外科学会 

大畠雅之・准教授 幹事 日本小児外科漢方研究会 

大畠雅之・准教授 幹事 日本小児外科 QOL 研究会 

大畠雅之・准教授 幹事 日本胆道閉鎖症研究会 

大畠雅之・准教授 評議員 日本小児救急医学会 

大畠雅之・准教授 評議員 PAPS Japan 
(Pacific Association of Pediatric Surgery Japan) 

大畠雅之・准教授 世話人 長崎こども救急疾患研究会 

大畠雅之・准教授 世話人 胆道閉鎖症早期発見のための研究会 

七島篤志・准教授 評議員 日本消化器外科学会 

七島篤志・准教授 評議員 日本肝胆膵外科学会 

七島篤志・准教授 評議員 日本内視鏡外科学会 

七島篤志・准教授 評議員 日本消化器病学会九州支部 

七島篤志・准教授 評議員 日本消化器学会総会・大会 

七島篤志・准教授 評議員、指導医 日本胆道学会 

七島篤志・准教授 財務委員 日本胆道学会 

七島篤志・准教授 査読登録者 European Journal of Surgical Oncology 



七島篤志・准教授 査読登録者 Internal Medicine 

七島篤志・准教授 査読登録者 World Journal of Surgery 

七島篤志・准教授 査読登録者 日本肝胆膵外科学会 

七島篤志・准教授 査読登録者 日本胆道学会学会誌 

七島篤志・准教授 胆道癌登録委員会 委員 日本肝胆膵外科学会 

七島篤志・准教授 科学研究費審査委員登録 日本学術振興会 

七島篤志・准教授 データベース委員会 委員 日本肝胆膵外科学会 

七島篤志・准教授 Editorial board World Journal of Methodology 

七島篤志・准教授 副センター長 長崎大学病院 がん診療センター 

山崎直哉・准教授 評議員 日本呼吸器外科学会 

山崎直哉・准教授 評議員 日本呼吸器内視鏡学会 

山崎直哉・准教授 評議員 日本内視鏡外科学会 

山崎直哉・准教授 評議員 日本胸部外科学会 

山崎直哉・准教授 評議員 日本肺癌学会 

山崎直哉・准教授 胸腺腫瘍小委員会 日本肺癌学会 

山崎直哉・准教授 移植委員会 委員 日本呼吸器外科学会 

山崎直哉・准教授 肺がん検診読影部会 読影委員 長崎市医師会 

土谷智史・講師 評議員 日本呼吸器外科学会 

土谷智史・講師 評議員 日本臓器保存学会 

土谷智史・講師 評議員 日本胸部外科学会九州地方会 

土谷智史・講師 世話人 長崎内視鏡外科研究会 

土谷智史・講師 客員研究員 東京理科大学トランスレーショナルリサーチ

センター 

日髙重和・講師 評議員 日本サイトメトリー学会 

日髙重和・講師 プロトコール推進委員 九州消化器化学療法研究会(KSCC) 

日髙重和・講師 世話人 長崎内視鏡外科研究会 

日髙重和・講師 世話人 長崎胃疾患検討会 

日髙重和・講師 世話人 長崎咽頭食道疾患クラスター研究会 

日髙重和・講師 幹事 九州食道癌合併療法談話会 

日髙重和・講師 臨床研究開発推進委員会 委員 公益財団法人 がん集学的治療研究財団 

竹下浩明・講師 世話人 長崎胃疾患検討会 

竹下浩明・講師 評議員 日本消化器病学会九州支部 

阿保貴章・助教 評議員 日本肝胆膵外科学会 

進藤久和・助教 評議員 日本乳癌学会 

進藤久和・助教 甲状腺用語診断基準委員会 日本乳腺甲状腺超音波医学会 

松本桂太郎・助教 評議員 日本呼吸器外科学会 

宮﨑拓郎・助教 評議員 日本呼吸器外科学会 

宮﨑拓郎・助教 評議員 日本内視鏡外科学会 

大畠雅之・准教授 非常勤講師 長崎玉成高等学校衛生看護専攻科 

 



○外科学第二 

氏名・職 委 員 会 等 名 関 係 機 関 名 

江口 晋・教授 代議員 日本外科学会 

江口 晋・教授 代議員 日本再生医療学会 

江口 晋・教授 評議員 日本移植学会 

江口 晋・教授 評議員 日本肝胆膵外科学会 

江口 晋・教授 評議員 日本肝臓学会 

江口 晋・教授 評議員 日本臨床外科学会 

江口 晋・教授 評議員 九州外科学会 

江口 晋・教授 評議員 日本消化器病学会九州支部会 

江口 晋・教授 評議員 日本肝臓学会西部会 

江口 晋・教授 評議員 小切開・鏡視外科学会 

江口 晋・教授 Associate Editor Surgery Today（日本外科学会英文誌） 

江口 晋・教授 Associate Editor Hepatology Research（日本肝臓学会英文誌） 

江口 晋・教授 Editorial Board Journal of Hepato-Biliary-Pancreatic Science 

江口 晋・教授 Editorial Board Investigative Medicine and Applied Science 

江口 晋・教授 Editorial Board Hepato-Gastroenterology 

江口 晋・教授 理事 国際外科学会日本部会 

江口 晋・教授 英文誌編集委員 日本外科学会 

江口 晋・教授 指定施設指定・指導医選定委員 日本外科学会 

江口 晋・教授 教育委員会委員 日本外科学会 

江口 晋・教授 「国際交流委員会」委員長 日本肝胆膵外科学会 

江口 晋・教授 「将来検討委員会」委員 日本肝胆膵外科学会 

江口 晋・教授 IHPBA A-PHPBA Japan Chapter 委員 日本肝胆膵外科学会 

江口 晋・教授 高度技能医技術認定小委員会委員（移植） 日本肝胆膵外科学会 

江口 晋・教授 編集委員会委員 日本肝胆膵外科学会 

江口 晋・教授 専門医試験作成委員 日本肝臓学会 

江口 晋・教授 肝移植委員会委員 日本肝臓学会 

江口 晋・教授 欧文誌編集委員会委員 日本肝臓学会 

江口 晋・教授 肝癌取扱い規約委員 日本肝癌研究会 

江口 晋・教授 あり方検討委員会／専門医制度審議委員会 日本消化器病学会九州支部会 

江口 晋・教授 委員 長崎県福祉保健審議会 

江口 晋・教授 委員 長崎県特定疾患対策協議会 

江口 晋・教授 委員 長崎県指定難病審査会 

江口 晋・教授 
 

幹事 日本肝癌研究会 

江口 晋・教授 幹事 先端医療開発特区「細胞シート」による再生

医療実現プロジェクト 

江口 晋・教授 監事 日本移植学会 

江口 晋・教授 代表世話人 長崎手術手技研究会 

江口 晋・教授 代表世話人 長崎 Digestive organ cancer chemotherapy 



江口 晋・教授 世話人 日本肝移植研究会 

江口 晋・教授 世話人 日本異種移植研究会 

江口 晋・教授 世話人 日本膵・膵島移植研究会 

江口 晋・教授 世話人 肝臓内視鏡外科研究会 

江口 晋・教授 世話人 膵臓内視鏡外科研究会 

江口 晋・教授 世話人 手術手技研究会 

江口 晋・教授 世話人 外科分子細胞治療研究会 

江口 晋・教授 世話人 京都肝移植周術期研究会 

江口 晋・教授 世話人 肝癌治療シミュレーション研究会 

江口 晋・教授 世話人 九州内視鏡下外科研究会 

江口 晋・教授 世話人 九州肝臓外科研究会 

江口 晋・教授 世話人 九州門脈圧亢進症研究会 

江口 晋・教授 世話人 九州代謝・栄養研究会 

江口 晋・教授 世話人 長崎肝癌研究会 

江口 晋・教授 世話人 長崎障害者支援再生医療研究会 

江口 晋・教授 世話人 長崎乳腺研究会 

黒木 保・准教授 代議員 日本外科学会 

黒木 保・准教授 評議員 日本肝胆膵外科学会 

黒木 保・准教授 評議員 日本内視鏡外科学会 

黒木 保・准教授 評議員 日本胆道学会 

黒木 保・准教授 評議員 日本消化器病学会九州支部 

黒木 保・准教授 評議員 九州外科学会 

黒木 保・准教授 評議員 日本臨床外科学会 

黒木 保・准教授 評議員 日本膵臓学会 

黒木 保・准教授 幹事 膵臓内視鏡外科研究会 

黒木 保・准教授 世話人 日本単孔研究会 

黒木 保・准教授 世話人 九州膵研究会 

高槻光寿・講師 評議員 日本肝胆膵外科学会 

高槻光寿・講師 評議員 日本消化器病外科学会九州支部 

高槻光寿・講師 評議員 九州外科学会 

高槻光寿・講師 世話人 長崎肝・胆道・膵外科研究会 

金高賢悟・講師 評議員 九州外科学会 

金高賢悟・講師 世話人 長崎 DDS・再生医療研究会 

金高賢悟・講師 世話人 長崎胃疾患検討会 

金高賢悟・講師 世話人 長崎内視鏡修練医の会 

藤田文彦・助教 評議員 日本消化器病学会九州支部 

藤田文彦・助教 評議員 九州外科学会 

藤田文彦・助教 世話人 次世代の内視鏡下消化管手術セミナー 

藤田文彦・助教 世話人 長崎内視鏡下外科研究会 

藤田文彦・助教 世話人 長崎炎症性腸疾患 



藤田文彦・助教 世話人 Nagasaki Bowel Club 

藤田文彦・助教 世話人 長崎胃疾患検討会 

藤田文彦・助教 世話人 長崎 NST 研究会 

藤田文彦・助教 世話人 九州ヘルニア研究会 

藤田文彦・助教 世話人 長崎内視鏡修練医の会 

足立智彦・助教 評議員 日本肝胆膵外科 

足立智彦・助教 評議員 日本胆道学会 

足立智彦・助教 評議員 日本内視鏡外科学会 

江口 晋・教授 非常勤講師（外科学） 鹿児島大学 医学部 

○教室における社会活動について 

・ブラックジャックセミナー：長崎市内の小中学生を対象に、外科体験のセミナーを行った。 

・移植といのち：長崎 NCC&スタジオにて公開市民講座を行った。 

・第 23 回日本組織適合性学会大会：約 200 人の参加者を集め、長崎大学医学部良順会館で行った。 

 

○整形外科学 

氏名・職 委 員 会 等 名 関 係 機 関 名 

尾﨑 誠・教授 代議員 日本整形外科学会 

尾﨑 誠・教授 代議員 日本整形外科スポーツ学会 

尾﨑 誠・教授 評議員 日本バイオメカニクス学会 

尾﨑 誠・教授 評議員 日本股関節学会 

尾﨑 誠・教授 評議員 西日本整形外科・災害外科学会 

尾﨑 誠・教授 幹事 日本小児股関節研究会 

尾﨑 誠・教授 幹事 九州小児整形外科集談会 

尾﨑 誠・教授 運営委員 九州・山口スポーツ医・科学研究会 

尾﨑 誠・教授 安全推進委員会・委員長 日本整形外科学会 

尾﨑 誠・教授 スポーツ医部会・部会長 長崎県医師会 

尾﨑 誠・教授 特定疾患対策協議会委員 長崎県 

尾﨑 誠・教授 論文査読委員 日本整形外科学会 

尾﨑 誠・教授 査読委員 Journal of Orthopaedic Science 

尾﨑 誠・教授 編集委員 西日本整形外科・災害外科学会 

尾﨑 誠・教授 選考委員 日本股関節研究振興財団 

馬場秀夫・准教授 世話人 西日本脊椎研究会 

馬場秀夫・准教授 長崎市医師会脊椎側弯症検診 長崎市医師会 

馬場秀夫・准教授 編集委員 西日本整形外科・災害外科学会 

小関弘展・准教授 長崎県福祉保健審議会委員 長崎県 

富田雅人・講師 代議員 日本整形外科学会 

富田雅人・講師 長崎労災保険診療指導委員会委員 長崎労働局 

富田雅人・講師 長崎市社会福祉審議会委員 長崎市 

米倉暁彦・講師 代議員 日本整形外科スポーツ医学会 

米倉暁彦・講師 世話人 Knee Osteotomy フォーラム 

米倉暁彦・講師 世話人 膝関節手術生体材料研究会 



米倉暁彦・講師 世話人 九州膝関節研究会 

米倉暁彦・講師 世話人 九州 Knee Osteotomy 研究会 

米倉暁彦・講師 世話人 長崎スポーツ医科学研究会 

米倉暁彦・講師 世話人 長崎運動器疼痛研究会 

宮本 力・助教 長崎県サッカー協会スポーツ医科学委員会委員 長崎県サッカー協会 

宮本 力・助教 V・ファーレン長崎チームドクター V・ファーレン長崎 

宮本 力・助教 長崎県国民健康保険診療報酬審査委員 長崎県 

宮本 力・助教 対馬いづはら病院リウマチ外来 対馬いづはら病院 

宮本 力・助教 第 69 回国民体育大会長崎県選手団本部役員 長崎県 

宮本俊之・助教 長崎県バスケットボール協会スポーツ医科学委

員会委員 
長崎県バスケットボール協会 

宮本俊之・助教 長崎県体育協会競技力委員 長崎県 

宮本俊之・助教 長崎県帯同スポーツドクター 長崎県 

梶山史郎・助教 長崎市社会福祉審議会・臨時委員 長崎市 

梶山史郎・助教 骨・関節術後感染予防ガイドライン策定委員会

委員 
日本整形外科学会 

梶山史郎・助教 第 69 回国民体育大会長崎県選手団本部役員 長崎県 

田上敦士・助教 長崎大学教育学部附属学校学校医 長崎大学 

 

○皮膚科学 

氏名・職 委 員 会 等 名 関 係 機 関 名 

宇谷厚志・教授 油症対委員会委員 長崎県 

宇谷厚志・教授 油症研究班班長 長崎県 

宇谷厚志・教授 カネミ油症患者診定専門委員 福岡県 

宇谷厚志・教授 特定疾患対策協議会委員、指定難病審査会委員 長崎県 

宇谷厚志・教授 理事 日本結合組織学会 

宇谷厚志・教授 評議員 日本研究皮膚科学会 

宇谷厚志・教授 評議員 日本皮膚悪性腫瘍学会 

宇谷厚志・教授 評議員 日本乾癬学会 

宇谷厚志・教授 世話人 日本褥瘡学会九州地方会 

鍬塚 大・助教 油症対策委員会委員 長崎県 

宇谷厚志・教授 非常勤講師（運動器・皮膚） 大分大学医学部 

宇谷厚志・教授 非常勤講師（研究推進実践論） 大分大学大学院 

○教室における社会活動について 
Ⅰ．カネミ油症の診断，治療の改善を目的とした厚生労働省の食品の安全確保推進研究事業に参加し，下記の協力を行っ

てきた。 

①油症検診： 昭和 43年以来，毎年 1回長崎県下各地での検診を行っている。 

②研究事業： 油症患者の毛髪，皮下脂肪織，皮脂中の有機塩素化合物の定量，ポルフィリン代謝異常に対する影響

などを検討し，油症にみられる全身的悪影響を検討，発表している。 

Ⅱ．ひふの日に公開講座を開いて啓発活動を行っている。 

 

 



○泌尿器科学 
氏名・職 委 員 会 等 名 関 係 機 関 名 

酒井英樹・教授 会長 長崎県腎不全対策協会 

酒井英樹・教授 評議員 (財)長崎県健康事業団 

酒井英樹・教授 国民健康保険診療報酬審査委員 長崎県 

酒井英樹・教授 理事 NPO 法人 前立腺がん検診推進ネットワーク 

酒井英樹・教授 代議員 (社)日本泌尿器科学会 

酒井英樹・教授 理事 西日本泌尿器科学会 

酒井英樹・教授 理事 九州泌尿器科連合地方会 

酒井英樹・教授 理事 日本内分泌外科学会 

酒井英樹・教授 評議員 日本画像医学会 

酒井英樹・教授 評議員 日本泌尿器内視鏡学会 

酒井英樹・教授 評議員 日本老年泌尿器科学会 

酒井英樹・教授 世話人 日本腎泌尿器疾患予医学研究会 

酒井英樹・教授 世話人 日本ミニマム創泌尿器内視鏡外科学会 

酒井英樹・教授 世話人 泌尿器分子・細胞研究会 

酒井英樹・教授 Executive Committee Asian Pacific Prostate Society 

酒井英樹・教授 Editorial Board International Journal of Urology 

酒井英樹・教授 Editorial Board International Journal of Clinical Oncology 

酒井英樹・教授 Editorial Board Prostate International 

酒井英樹・教授 編集委員 西日本泌尿器科 

酒井英樹・教授 査読委員 西日本泌尿器科 

酒井英樹・教授 編集委員 泌尿器外科 

宮田康好・准教授 西日本支部評議員 (社)日本泌尿器科学会 

宮田康好・准教授 評議員 泌尿器分子・細胞研究会 

 

○眼科学 
氏名・職 委 員 会 等 名 関 係 機 関 名 

北岡 隆・教授 長崎アイバンク理事長 公益財団法人長崎アイバンク 

北岡 隆・教授 長崎特定疾患対策協議会 長崎県 

北岡 隆・教授 長崎県福祉保健審議会 長崎県 

北岡 隆・教授 臨床研究部顧問 財団法人放射線影響研究所 

北岡 隆・教授 日本眼科学会評議員 日本眼科学会 

北岡 隆・教授 日本臨床分子形態学会理事 日本臨床分子形態学会 

北岡 隆・教授 日本組織細胞化学会評議員 日本組織細胞化学会 

北岡 隆・教授 疾病・障害認定審査会臨時委員 厚生労働省 

北岡 隆・教授 日本網膜硝子体学会理事 日本網膜硝子体学会 

北岡 隆・教授 特別研究員等審査会専門委員及び国際事業委員

会書面審査員 
日本学術振興会 

鈴間 潔・准教授 長崎市社会福祉審議会委員 長崎市 



鈴間 潔・准教授 長崎県眼科医会勤務医部理事 長崎県眼科医会 

上松聖典・講師 油症対策委員会委員 長崎県 

上松聖典・講師 長崎アイバンク業務執行理事 公益財団法人長崎アイバンク 

鬼塚尚子・助教 長崎市障害児就学指導委員 長崎市教育委員会 

木下博文・助教 長崎県社会保険診療報酬請求書審査委員 長崎県社会保険診療報酬支払基金 

北岡 隆・教授 嘱託講師（特別講義） 島根大学医学部 

北岡 隆・教授 非常勤講師（講座特論） 久留米大学医学部 

 

○耳鼻咽喉科学 
氏名・職 委 員 会 等 名 関 係 機 関 名 

髙橋晴雄・教授 議長 長崎県新生児聴覚検査推進事業検討協議会 

髙橋晴雄・教授 委員 長崎県特定疾患対策協議会 

金子賢一・准教授 査読委員 Auris Nasus Larynx 

金子賢一・准教授 世話人 西日本音声外科研究会 

金子賢一・准教授 世話人 長崎 ENT update 

金子賢一・准教授 世話人 長崎咽頭食道疾患クラスター研究会 

 

○放射線医学 
氏名・職 委 員 会 等 名 関 係 機 関 名 

上谷雅孝・教授 地方じん肺診査医 長崎労働基準局 

上谷雅孝・教授 長崎・ヒバクシャ医療国際協力会運営部長 長崎県 

上谷雅孝・教授 教育結核診査委員会委員 長崎県 

上谷雅孝・教授 肺癌フィルム読影会講師 西彼杵医師会 

上谷雅孝・教授 (財)長崎原子爆弾被爆者対策協議会理事 長崎県 

上谷雅孝・教授 代議員 日本医学放射線学会 

上谷雅孝・教授 代議員 日本磁気共鳴医学会 

上谷雅孝・教授 幹事 骨軟部放射線研究会 

上谷雅孝・教授 顧問 (財)放射線影響研究所 

上谷雅孝・教授 (財)長崎県健康事業団理事 長崎県 

上谷雅孝・教授 保健医療対策協議会がん対策部会委員 長崎県 

上谷雅孝・教授 長崎県がん診療連携協議会委員 長崎大学病院 

上谷雅孝・教授 コンサルタント 

 

国立がん研究センターがん対策情報センター 

画像診断コンサルテーション 

上谷雅孝・教授 長崎大学医師会理事 長崎県 

上谷雅孝・教授 長崎県医師会代議員 長崎県 

坂本一郎・准教授 評議員 日本 IVR学会 

坂本一郎・准教授 幹事 日本心臓血管放射線研究会 

坂本一郎・准教授 理事 日本心血管画像動態学会 

坂本一郎・准教授 評議員 日本脈管学会 

坂本一郎・准教授 世話人 日本 Metallic stents & Grafts 研究会 



坂本一郎・准教授 世話人 血管腫・血管奇形 IVR研究会 

坂本一郎・准教授 世話人 肝動脈塞栓療法研究会 

坂本一郎・准教授 世話人 九州 IVR研究会 

坂本一郎・准教授 世話人 QJET 

坂本一郎・准教授 世話人 長崎肝癌研究会 

坂本一郎・准教授 世話人 長崎フットケア研究会 

末吉英純・助教 世話人 心臓放射線研究会 

末吉英純・助教 評議員 日本 IVR学会 

末吉英純・助教 評議員 日本心臓血管放射線研究会 

林 秀行・助教 世話人 救急放射線研究会 

林 秀行・助教 世話人 長崎胃疾患検討会 

上谷雅孝・教授 非常勤講師(医用生体工学) 長崎総合科学大学 

森川 実・准教授 非常勤講師(医用生体工学) 長崎総合科学大学 

 非常勤講師（放射線医学） 長崎医療技術専門学校 

 非常勤講師（放射線医学） 長崎県医師会看護専門学校 

 非常勤講師（放射線医学） 玉成高等学校衛生看護科 

 

○産科婦人科学 
氏名・職 委 員 会 等 名 関 係 機 関 名 

増崎英明・教授 周産期委員会 委員長 日本産科婦人科学会 

増崎英明・教授 代議員 日本産科婦人科学会 

増崎英明・教授 若手育成委員会副委員長 日本産科婦人科学会 

増崎英明・教授 運営委員会委員 日本産科婦人科学会 

増崎英明・教授 若手医師確保に関するワーキンググループ委員 日本産科婦人科学会 

増崎英明・教授 地方連絡委員会委員 日本産科婦人科学会 

増崎英明・教授 専門医認定筆記試験問題作成委員会委員 日本産科婦人科学会 

増崎英明・教授 鑑定人推薦委員会委員 日本産科婦人科学会 

増崎英明・教授 理事 日本生殖医学会 

増崎英明・教授 評議員 日本周産期・新生児医学会 

増崎英明・教授 学術委員会委員 A（産科）領域 日本周産期・新生児医学会 

増崎英明・教授 評議員 日本婦人科腫瘍学会 

増崎英明・教授 査読委員 日本婦人科腫瘍学会 

増崎英明・教授 常務理事 日本産科婦人科内視鏡学会 

増崎英明・教授 理事 日本妊娠高血圧学会 

増崎英明・教授 代議員 日本超音波医学会 

増崎英明・教授 評議員 日本超音波医学会 

増崎英明・教授 胎児超音波スクリーニングガイドライン小委員

会委員 
日本超音波医学会 

増崎英明・教授 編集委員会査読委員 日本超音波医学会 

増崎英明・教授 平成 26・27 年度編集委員会査読委員及び菊池 日本超音波医学会 



賞・伊東賞（論文賞）審査委員 

増崎英明・教授 奨励賞選考委員 日本超音波医学会 

増崎英明・教授 第 16回奨励賞選考委員会審査員 日本超音波医学会 

増崎英明・教授 評議員 日本人類遺伝学会 

増崎英明・教授 常任幹事 日本母体胎児医学会 

増崎英明・教授 理事 日本エンドメトリオーシス学会 

増崎英明・教授 理事 日本産婦人科・新生児血液学会 

増崎英明・教授 評議員 日本遺伝カウンセリング学会 

増崎英明・教授 理事 日本胎盤学会 

増崎英明・教授 理事 日本生殖免疫学会 

増崎英明・教授 理事 日本産婦人科手術学会 

増崎英明・教授 理事 日本産婦人科乳癌学会 

増崎英明・教授 評議員 日本母性衛生学会 

増崎英明・教授 評議員 日本 HTLV-1学会 

増崎英明・教授 世話人 日本絨毛性疾患研究会 

増崎英明・教授 世話人 JSAWI 

増崎英明・教授 代表世話人 胎児遺伝子診断研究会 

増崎英明・教授 運営委員 日本超音波医学会九州地方会 

増崎英明・教授 代表幹事 出生前診断研究会 

増崎英明・教授 会長 長崎県母性衛生学会 

増崎英明・教授 会長 長崎産科婦人科学会 

増崎英明・教授 代議員 日本医師会 

増崎英明・教授 医師試験委員 厚生労働省 

増崎英明・教授 母性健康管理指導医 厚生労働省 

増崎英明・教授 科学研究費委員会専門委員 独立行政日本学術振興会 

増崎英明・教授 産科医療補償制度再発防止委員会再発防止ワー

キンググループ委員 

公益財団法人日本医療機能評価機構 

増崎英明・教授 長崎県支部顧問 日本産婦人科医会 

増崎英明・教授 国立大学法人長崎大学教育研究評議会評議員 国立大学法人長崎大学 

増崎英明・教授 国立大学法人長崎大学経営協議会委員 国立大学法人長崎大学 

増崎英明・教授 専門委員 長崎地方裁判所 

増崎英明・教授 広報委員会委員 長崎県医師会 

増崎英明・教授 勤務医部会役員 長崎県医師会 

増崎英明・教授 委員長 長崎県子宮がん委員会 

増崎英明・教授 会長 長崎県 ATL 母子感染防止研究協力事業連絡協

議会 

増崎英明・教授 委員 長崎県周産期医療体制検討委員会 

増崎英明・教授 委員 長崎県保健医療対策協議会小児・周産期・産

科医療確保対策部会 

増崎英明・教授 委員 長崎県新生児聴覚検査推進事業検討協議会 



増崎英明・教授 委員 長崎県社会保険診療報酬請求書審査委員会学

識経験者審査委員選考協議会 

増崎英明・教授 委員 長崎市医師会腫瘍統計委員会 

増崎英明・教授 委員 長崎市地域医療検討会 

増崎英明・教授 理事 財団法人長崎県健康事業団 

増崎英明・教授 理事 長崎大学医師会 

増崎英明・教授 副会長 長崎大学医学同窓会 

増崎英明・教授 常任理事 長崎医学同窓会長崎支部 

三浦清徳・准教授 委員 産婦人科診療ガイドライン産科編(2014)作成

委員会 

三浦清徳・准教授 委員 日本産科婦人科学会周産期委員会小委員会 

三浦清徳・准教授 評議員 日本周産期・新生児医学会 

三浦清徳・准教授 評議員 日本人類遺伝学会 

三浦清徳・准教授 幹事 出生前診断研究会(九州・山口) 

三浦清徳・准教授 常任理事 長崎県産婦人科医会 

三浦清徳・准教授 委員 長崎県 ATL母子感染予防連絡協議会 

三浦清徳・准教授 母性健康管理指導医 厚生労働省長崎労働局 

三浦清徳・准教授 代議員 日本産科婦人科学会 

三浦清徳・准教授 審査委員 社会保険診療報酬支払基金長崎市簿審査委員

会 

三浦清徳・准教授 幹事 日本生殖医学会 

三浦清徳・准教授 常任理事 長崎県母性衛生学会 

三浦清徳・准教授 委員 長崎県先天性代謝異常等検査事業検討協議 

三浦清徳・准教授 幹事 胎児遺伝子研究会 

三浦清徳・准教授 評議員 日本婦人科腫瘍学会 

金内優典・准教授 評議員 日本婦人科腫瘍学会 

金内優典・准教授 委員 日本産科婦人科学会婦人科領域のロボット支

援下手術に関する委員会 

金内優典・准教授 委員(腫瘍分野取り纏め役) 日本産科婦人科学会産科婦人科用語集・用語

解説集編集委員会 

金内優典・准教授 編集幹事 日本婦人科腫瘍学会ガイドライン 

吉田 敦・准教授 評議員 日本周産期・新生児医学会 

吉田 敦・准教授 評議員 日本妊娠高血圧学会 

吉田 敦・准教授 委員 産科医療保障制度原因分析委員会 

吉田 敦・准教授 委員 長崎県産婦人科医会医療安全委員会 

吉田 敦・准教授 常任理事 長崎県母性衛生学会 

吉田 敦・准教授 審査委員 社会保険診療報酬支払基金長崎支部審査委員

会 

平木宏一・助教 評議員 日本産科婦人科内視鏡学会 

平木宏一・助教 技術認定医選考委員 日本産科婦人科内視鏡学会 

平木宏一・助教 幹事 日本産科婦人科内視鏡学会 

平木宏一・助教 評議員 九州生殖医学会 



北島道夫・講師 生殖内分泌委員会委員 日本産科婦人科学会 

北島道夫・講師 幹事 日本生殖医学会 

北島道夫・講師 評議員 九州生殖医学会 

北島道夫・講師 幹事オブザーバー 日本女性医学会 

北島道夫・講師 幹事 日本エンドメトリオーシス学会 

北島道夫・講師 実行委員 日本生殖医療研究会 

北島道夫・講師 幹事 日本がん生殖医療研究会 

北島道夫・講師 JOGR associate editor 日本産科婦人科学会 

増崎英明・教授 非常勤講師（産婦人科） 熊本大学 

増崎英明・教授 非常勤講師（産婦人科） 大分大学 

 

○麻酔学 
氏名・職 委 員 会 等 名 関 係 機 関 名 

原 哲也・教授 代議員 日本麻酔科学会 

原 哲也・教授 学術集会循環 WG 日本麻酔科学会 

原 哲也・教授 九州支部広報委員 日本麻酔科学会 

原 哲也・教授 査読委員 Journal of Anesthesia 

原 哲也・教授 評議員 日本臨床麻酔学会 

原 哲也・教授 査読委員 日本臨床麻酔学会誌 

原 哲也・教授 評議員 日本心臓血管麻酔学会 

原 哲也・教授 査読委員 Cardiovascular Anesthesia 

原 哲也・教授 学術集会査読委員 International Anesthesia Research Society 

原 哲也・教授 評議員 日本神経麻酔集中治療学会 

原 哲也・教授 評議員 日本ペインクリニック学会 

原 哲也・教授 九州支部運営委員 日本ペインクリニック学会 

原 哲也・教授 評議員 日本集中治療医学会九州地方会 

原 哲也・教授 代表世話人 長崎県緩和ケア研究会 

原 哲也・教授 委員 長崎県移植医療推進協議会 

長谷敦子・教授 評議員、理事、心肺蘇生法普及委員会 委員長 
蘇生学会 ありかた検討委員会 委員 

日本蘇生学会 

長谷敦子・教授 長崎県消防学校 消防職員救急科 講師 長崎県 

長谷敦子・教授 女性医師参画推進特別委員会 委員 日本救急医学会 

長谷敦子・教授 日本救急医学会女性医師参画推進特別委員会 

委員 
日本救急医学会 

長谷敦子・教授 長崎市地域保険医療対策協議会 委員 長崎市 

長谷敦子・教授 女性医師の労働・環境問題検討委員会委員 全国医学部長病院長会議 

前川拓治・准教授 委員 全国国立大学病院手術部会議 

山下和範・准教授 評議員 日本集団災害医学会 

山下和範・准教授 長崎市メディカルコントロール委員会委員 長崎市 

山下和範・准教授 長崎市救急活動事後検証医 長崎市 

趙 成三・准教授 Journal of anesthesia reviewer Journal of anesthesia  



趙 成三・准教授 Editorial Board Member ISRN anesthesiology  

趙 成三・准教授 Editorial Board Member Edorium Journal of Anesthesia 

趙 成三・准教授 Editorial Board Member BioMed Research International 

趙 成三・准教授 学術集会実行委員会 第 6 救急・ICU ワーキング 

サテライトメンバー 
日本麻酔科学会 

境 徹也・講師 査読委員 Journal of Clinical Anesthesia 

境 徹也・講師 査読委員 Pain Medicine 

境 徹也・講師 査読委員 Journal of Anesthesia 

境 徹也・講師 ペイン・緩和ワーキンググループサテライトメ

ンバー 
日本麻酔科学会 

境 徹也・講師 インターベンショナル治療ガイドライン作成委

員 
日本ペインクリニック学会 

境 徹也・講師 幹事 日本胸腔鏡下交感神経遮断研究会 

境 徹也・講師 世話人 エピドロスコピー研究会 

村田寛明・講師 インターベンショナル痛みの治療ガイドライン

作成チーム 
日本ペインクリニック学会 

村田寛明・講師 世話人 九州超音波アカデミー 

関野元裕・講師 ARDS クリニカルプラクティスガイドライン作

成委員会 協力委員 
日本呼吸療法医学会 

北條美能留・助教 長崎県保健医療対策協議会がん対策部会 委員 長崎県 

北條美能留・助教 長崎県保健医療対策協議会がん対策部会緩和ケ

ア医師研修委員会 委員 
長崎県 

北條美能留・助教 質の高い看護師育成事業（がん分野） 長崎県 

北條美能留・助教 緩和ケアについて 長崎市包括ケアまちなかラウンジ 

北條美能留・助教 代議員 日本緩和医療学会 

北條美能留・助教 学術集会運営専門部会サテライトメンバー 日本麻酔科学会 

北條美能留・助教 長崎県緩和ケア研修会 企画責任者 長崎県 

北條美能留・助教 在宅療養支援における緩和ケア 在宅医療・福祉コンソーシアム長崎 

境 徹也・講師 非常勤講師 長崎大学歯学部 

関野元裕・講師 非常勤講師（救急看護認定看護師教育課程） 日本赤十字九州国際看護大学 

関野元裕・講師 非常勤講師（歯科麻酔学） 長崎大学歯学部 

 

○脳神経外科学 
氏名・職 委 員 会 等 名 関 係 機 関 名 

松尾孝之・教授 理事 日本脳神経外科学会九州支部会 

松尾孝之・教授 世話人 日本定位放射線治療学会 

松尾孝之・教授 評議員 日本頭蓋底外科学会 

松尾孝之・教授 運営委員 日本神経内視鏡学会 

松尾孝之・教授 評議員 日本脳腫瘍の外科学会 

松尾孝之・教授 委員 長崎県脳卒中検討委員会 

松尾孝之・教授 評議会委員 長崎県移植医療推進協議会 

松尾孝之・教授 運営委員 長崎地区脳卒中センター等会議 



林 健太郎・講師 評議員 日本心血管脳卒中学会 

林 健太郎・講師 世話人 日本脳神経血管内治療学会九州地方会 

林 健太郎・講師 査読委員 日本脳神経外科学会機関誌(Neurologica 
Medicho Chirurugica)  

林 健太郎・講師 査読委員 日本脳神経血管内治療学会機関誌(JNET) 

角田圭司・講師 移植情報担当者 長崎県 

角田圭司・講師 世話人 九州山口ニューロスパイン研究会 

角田圭司・講師 世話人 Craniosynostosis 研究会 

角田圭司・講師 代議員 日本脊髄外科学会 

角田圭司・講師 Reviewer Board 日本脊髄外科学会機関誌 

鎌田健作・講師 顧問委 長崎県損害保険料率算出機構 

出雲 剛・助教 地方労災医員 長崎労働局 

堀江信貴・助教 委員 脳梗塞に対する幹細胞治療ガイドラインワー

キンググループ 

堀江信貴・助教 長崎障害者支援再生医療研究会実務担当 長崎県 

堀江信貴・助教 評議員 日本脳循環代謝学会 

堀江信貴・助教 Active member American Stroke Association 

堀江信貴・助教 Active member Journal of Cerebral Blood flow & Metabolism  

堀江信貴・助教 Active member European Stroke Organization 

堀江信貴・助教 review board member 査読委員 Neurologica Medicho Chirurugica 

堀江信貴・助教 editorial board member in Neurology 査読委員 J Biomed Biotechnol 

堀江信貴・助教 review board member 査読委員 Journal Neurosurgical Science 

堀江信貴・助教 Editorial Board Member 査読委員 J Neurological Disorders & Stroke  

堀江信貴・助教 Editorial Board Member 査読委員 Journal of Radiology & Radiation therapy 

堀江信貴・助教 Editorial Board Member 査読委員 Edorium Journal of Neurosurgery 

堀江信貴・助教 Editorial Board Member 査読委員 Austin J Neurosurg 

堀江信貴・助教 Editorial Board Member 査読委員 Austin J Cerebrovasc Dis Stroke 

松尾孝之・教授 非常勤講師（脳神経外科） 県立長崎シーボルト大学 

鎌田健作・助教 非常勤講師（脳神経外科） 長崎市医師会看護専門学校 

吉田光一・助教 非常勤講師（脳神経外科） 長崎市医師会看護専門学校 

 

○形成外科学 
氏名・職 委 員 会 等 名 関 係 機 関 名 

平野明喜・教授 監事 日本形成外科学会 

平野明喜・教授 評議員 日本頭蓋顎顔面外科学会 

平野明喜・教授 理事 日本口蓋裂学会 

平野明喜・教授 評議員 日本創傷外科学会 

平野明喜・教授 評議員 日本熱傷学会 

平野明喜・教授 評議員 日本頭蓋底外科学会 

平野明喜・教授 評議員 日本再生医療学会 

平野明喜・教授 評議員 日本褥瘡学会 



平野明喜・教授 理事 日本形成外科手術手技学会 

田中克己・准教授 評議員 日本形成外科学会 

田中克己・准教授 専門医認定委員会委員 日本形成外科学会 

田中克己・准教授 編集委員会委員 日本形成外科学会 

田中克己・准教授 皮膚腫瘍外科指導専門医認定委員会委員 日本形成外科学会 

田中克己・准教授 小児形成外科指導専門医 WG 委員 日本形成外科学会 

田中克己・准教授 代議員 日本手外科学会 

田中克己・准教授 専門医制度委員会委員長 日本手外科学会 

田中克己・准教授 教育研修委員会委員 日本手外科学会 

田中克己・准教授 評議員 日本褥瘡学会 

田中克己・准教授 学術教育委員会委員 日本褥瘡学会 

田中克己・准教授 実態調査委員会委員 日本褥瘡学会 

田中克己・准教授 評議員 日本熱傷学会 

田中克己・准教授 学術教育委員会委員 日本熱傷学会 

田中克己・准教授 地方会連絡委員会委員 日本熱傷学会 

田中克己・准教授 評議員 日本マイクロサージャリー学会 

田中克己・准教授 評議員 日本頭蓋顎顔面外科学会 

田中克己・准教授 評議員 日本皮膚悪性腫瘍学会 

田中克己・准教授 編集委員会委員 日本創傷外科学会 

田中克己・准教授 評議員 日本頭頸部癌学会 

田中克己・准教授 評議員 日本乳房オンコプラスティックサージャリー

学会 

田中克己・准教授 原子爆弾被爆者医療分科会臨時委員 厚生労働省 

田中克己・准教授 労災保険診療指導委員 長崎県 

矢野浩規・講師 評議員・専門医試験問題作成委員 日本形成外科学会 

矢野浩規・講師 ガイドライン作成委員・学術委員 日本頭蓋顎顔面外科学会 

矢野浩規・講師 世話人 Craniosynostosis 研究会 

秋田定伯・講師 評議員 日本形成外科学会 

秋田定伯・講師 学術委員会 委員 日本形成外科学会 

秋田定伯・講師 企画調査委員会 委員 日本形成外科学会 

秋田定伯・講師 3 学会ガイドライン作成部会 委員 日本形成外科学会 

秋田定伯・講師 評議員 日本創傷治癒学会 

秋田定伯・講師 ガイドライン作成ワーキング 委員 日本創傷治癒学会 

秋田定伯・講師 国際委員会 委員 日本創傷治癒学会 

秋田定伯・講師 ガイドライン作成委員会 委員 日本創傷外科学会 

秋田定伯・講師 ガイドライン（ケロイド、肥厚性瘢痕）統括委

員長 
日本創傷外科学会 

秋田定伯・講師 血管腫・血管奇形診療ガイドライン作成委員 厚生労働科学研究補助金 難治性血管腫・血

管奇形についての調査研究班 
秋田定伯・講師 編集委員会委員 日本創傷外科学会 

秋田定伯・講師 プログラム委員会 委員 第 22 回日本形成外科学会基礎学術集会 

秋田定伯・講師 Editorial board member Journal of Wound Technology 



秋田定伯・講師 Section editor (case report) Journal  ePlasty 

秋田定伯・講師 Editorial board member Wound Repair and Regeneration 

秋田定伯・講師 Publication committee member Wound Repair and Regeneration 

秋田定伯・講師 Editorial board member Wounds 

秋田定伯・講師 世界創傷治癒学会連合会議(WUWHS) 理事長(President) 

秋田定伯・講師 Asian Medical Director Academy of Wound Technology 

秋田定伯・講師 Steering committee member Transcontinental Wound Registry 

秋田定伯・講師 客員教授 サンクトペテルスブルク卒後教育医学アカデ

ミー（ロシア共和国） 
秋田定伯・講師 非常勤講師（形成外科、再生医療） European University Viadrina, Germany 

 

○心臓血管外科学 
氏名・職 委 員 会 等 名 関 係 機 関 名 

江石清行・教授 長崎県救急医療対策部会 長崎県 

江石清行・教授 長崎県特定疾患対策協議会委員 長崎県 

江石清行・教授 長崎県急性心筋梗塞検討委員会委員 長崎県 

江石清行・教授 評議員 日本冠動脈外科学会 

江石清行・教授 評議員 日本循環器学会 

江石清行・教授 評議員 日本心臓血管外科学会 

江石清行・教授 専門医 日本心臓血管外科学会 

江石清行・教授 評議員 日本胸部外科学会 

江石清行・教授 指導医 日本胸部外科学会 

江石清行・教授 理事 日本胸部外科学会 

江石清行・教授 評議員 国際心臓胸部外科学会日本支部 

江石清行・教授 評議員 アジア心臓胸部外科学会 

江石清行・教授 評議員 日本循環器学会九州支部 

江石清行・教授 評議員 九州外科学会 

江石清行・教授 指導医 外科学会 

江石清行・教授 評議員 外科学会 

江石清行・教授 評議員 日本心臓移植研究会 

江石清行・教授 評議員 日本冠疾患学会 

江石清行・教授 非常勤講師（循環器外科学） 東京女子医科大学 

 

○臨床検査医学 
氏名・職 委 員 会 等 名 関 係 機 関 名 

栁原克紀・教授 評議員 日本臨床検査医学会 

栁原克紀・教授 評議員 日本臨床化学会 

栁原克紀・教授 評議員 日本感染症学会 

栁原克紀・教授 評議員、幹事 日本化学療法学会 

栁原克紀・教授 評議員 日本 DDS学会 



栁原克紀・教授 評議員 日本呼吸器学会 

栁原克紀・教授 評議員、理事 日本臨床微生物学会 

栁原克紀・教授 代議員 日本結核学会 

栁原克紀・教授 評議員、理事 日本環境感染学会 

栁原克紀・教授 代表世話人 長崎県 R-CPC研究会 

栁原克紀・教授 代表世話人 長崎 CID研究会 

栁原克紀・教授 Associate editor Journal of Infection and Chemotherapy 

栁原克紀・教授 編集委員 環境感染 

栁原克紀・教授 Treasurer Asia-Pacific Society of Clinical 

Mirobiology and Infection 

長谷川寛雄・講師 評議員 日本検査血液学会 

長谷川寛雄・講師 評議員 日本 HTLV-1学会 

 

○臨床病理学 
氏名・職 委 員 会 等 名 関 係 機 関 名 

福岡順也・教授 評議員 肺がん学会 

福岡順也・教授 病理診断コンサルタント（肺非腫瘍） 日本病理学会 

福岡順也・教授 Asia/Oceania Council Pulmonary Pathology Society 

福岡順也・教授 Section Editor Archives of Pathology and Laboratory Medicine 

福岡順也・教授 official abstract reviewer College of American Pathologists 

福岡順也・教授 guest panel International Mesothelioma Panel 

福岡順也・教授 びまん性肺疾患学術部会プログラム委員 日本呼吸器学会 

福岡順也・教授 評議員 日本肺癌学会 

福岡順也・教授 代表世話人 呼吸器病理研究会 

福岡順也・教授 世話人 間質性肺疾患研究会 

福岡順也・教授 世話人 胸部画像検討会 

福岡順也・教授 TR 委員 WJOG  

福岡順也・教授 世話人 九州臨床画像解析研究会 

福岡順也・教授 ゲストパネル びまん性肺疾患研究会 

福岡順也・教授 世話人 福岡びまん性肺疾患研究会 

福岡順也・教授 世話人 滋賀チェストカンファレンス 

福岡順也・教授 世話人 大阪びまん性肺疾患フォーラム 

福岡順也・教授 ゲストパネル 東海びまん性肺疾患研究会 

福岡順也・教授 研究協力者 厚生労働省 難治性疾患克服事業（びまん性

肺疾患に関する調査研究班） 

福岡順也・教授 研究分担者 
厚生労働省 がん臨床研究事業(切除可能悪

性胸膜中皮腫に対する集学的両方の確立に関

する研究) 
福岡順也・教授 疫学部専門委員 公益財団法人放射線影響研究所 

福岡順也・教授 非常勤医師 新潟労災病院 

福岡順也・教授 嘱託医（病理） 長崎記念病院 

福岡順也・教授 嘱託医（病理） 済生会長崎病院 



福岡順也・教授 嘱託医（病理） 日本赤十字社 長崎原爆諫早病院 
中山敏幸・准教授 評議員 日本病理学会 
中山敏幸・准教授 Editorial board member World Journal of Hepatology 

中山敏幸・准教授 Editorial board member, pathology section Dataset Papers in Medicine 

中山敏幸・准教授 Editorial board member ISRN Gastroenterology 

中山敏幸・准教授 Editorial board member World Journal of Gastrointestinal Oncolog 

中山敏幸・准教授 Abstract reviewer World Journal of Gastrointestinal Oncolog 

中山敏幸・准教授 委員 長崎腫瘍組織登録委員会 
中山敏幸・准教授 幹事 長崎腎臓病研究会 

中山敏幸・准教授 疫学部専門委員 公益財団法人放射線影響研究所 

中山敏幸・准教授 副理事長 NPO 長崎腎と病理ネットワーク 
中山敏幸・准教授 嘱託医（病理） 長崎医療センター 
中山敏幸・准教授 嘱託医（病理） 聖フランシスコ病院 

林 徳真吉・准教授 疫学部専門委員 公益財団法人放射線影響研究所 

林 徳真吉・准教授 労災協力医 長崎労働局 

林 徳真吉・准教授 評議員 日本病理学会 
林 徳真吉・准教授 委員 日本病理学会地域病理ネットワーク委員会 
林 徳真吉・准教授 評議員 Japanese Pulmonary Pathology Society 
林 徳真吉・准教授 世話人 長崎腎臓病研究会 
林 徳真吉・准教授 世話人 長崎胸部 CT 検診研究会 
林 徳真吉・准教授 世話人 長崎胃疾患検討会 
林 徳真吉・准教授 世話人 長崎乳腺研究会 
林 徳真吉・准教授 病理世話人 福岡胸部放射線研究会 
林 徳真吉・准教授 嘱託医（病理） 島原病院 
林 徳真吉・准教授 嘱託医（病理） 長崎病理診断科 
安倍邦子・准教授 評議員 日本病理学会 
安倍邦子・准教授 世話人 長崎乳腺研究会 
安倍邦子・准教授 嘱託医（病理） 長崎市民病院 

安倍邦子・准教授 疫学部専門委員 （財）放射線影響研究所 

安倍邦子・准教授 嘱託医（病理） 島原病院 

安倍邦子・准教授 嘱託医（病理） 済生会長崎病院 

安倍邦子・准教授 嘱託医（病理） 日本赤十字社 長崎原爆諫早病院 

木下直江・助教 世話人 九州沖縄スライドコンファレンス 

木下直江・助教 嘱託医（病理） 島原病院 

木下直江・助教 嘱託医（病理） 済生会長崎病院 

木下直江・助教 嘱託医（病理） 長崎市民病院 

田畑和宏・助教 世話人 九州臨床画像解析研究会 

田畑和宏・助教 世話人 胸部画像検討会 

田畑和宏・助教 世話人 若手医師によるびまん性肺疾患検討会 

田畑和宏・助教 嘱託医（病理） 済生会長崎病院 

田畑和宏・助教 嘱託医（病理） 日本赤十字社 長崎原爆諫早病院 

田畑和宏・助教 嘱託医（病理） 長崎記念病院 

福岡順也・教授 客員教授(病理学) 藤田保健衛生大学医学部 

福岡順也・教授 非常勤講師(病理学) 熊本大学 



福岡順也・教授 客員教授(病理学) 富山大学 

 

○総合診療学 
氏名・職 委 員 会 等 名 関 係 機 関 名 

大園恵幸・教授  長崎県へき地支援策定委員会委員 長崎県へき地医療支援会議 

大園恵幸・教授 評議員 日本腎臓学会 

大園恵幸・教授 評議員 日本内科学会 

大園恵幸・教授 評議員 日本医療マネジメント学会 

井上圭太・助教 評議員 日本プライマリ・ケア連合学会 

 

○臨床腫瘍学 
氏名・職 委 員 会 等 名 関 係 機 関 名 

芦澤和人・教授 中央環境審議会石綿健康被害判定部会専門委員 環境省 

芦澤和人・教授 中央じん肺診査医 厚生労働省 

芦澤和人・教授 医師国家試験予備試験委員 厚生労働省 

芦澤和人・教授 石綿確定診断等事業臨床・放射線検討会委員 厚生労働省 

芦澤和人・教授 大学改革推進事業がんプロフェッショナル養成

協議会コーディネーター 
文部科学省 

芦澤和人・教授 画像診断コンサルテーションコンサルタント 国立がん研究センターがん対策情報センター 

芦澤和人・教授 評議員 日本肺癌学会 

芦澤和人・教授 画像診断委員会委員 日本肺癌学会 

芦澤和人・教授 評議員 日本肺癌学会九州支部会 

芦澤和人・教授 理事 日本 CT 検診学会 

芦澤和人・教授 肺癌診断基準部会委員 日本 CT 検診学会 

芦澤和人・教授 ガイドライン委員会委員 日本 CT 検診学会 

芦澤和人・教授 代議員 日本医学放射線学会 

芦澤和人・教授 用語委員会委員 日本医学放射線学会 

芦澤和人・教授 画像診断ガイドライン委員会委員 日本医学放射線学会 

芦澤和人・教授 世話人 日本医学放射線学会九州地方会 

芦澤和人・教授 幹事 日本医学放射線学会胸部放射線研究会 

芦澤和人・教授 理事 日本放射線科専門医会 

芦澤和人・教授 世話人 福岡胸部放射線研究会 

芦澤和人・教授 世話人 石綿・中皮腫研究会 

芦澤和人・教授 保健医療対策協議会がん対策部会委員 長崎県 

芦澤和人・教授 保健医療対策協議会がん対策部会がん登録委員

会委員 
長崎県 

芦澤和人・教授 保健医療対策協議会がん対策部会肺がん委員会

委員 
長崎県 

芦澤和人・教授 専門分野における質の高い看護師育成事業検討

委員会委員 
長崎県 

芦澤和人・教授 緩和ケア医師研修委員会委員 長崎県 



芦澤和人・教授 長崎県がん診療連携協議会事務局長 長崎県 

芦澤和人・教授 がん検診委員会委員 長崎市医師会 

芦澤和人・教授 感染症診査協議会委員 長崎県西彼保健所 

西田暁史・助教 評議員 日本骨形態計測学会 

芦澤和人・教授 非常勤講師（放射線医学） 長崎医療技術専門学校 

 

○臨床感染症学 
氏名・職 委 員 会 等 名 関 係 機 関 名 

泉川公一・教授 代議員・広報委員会委員・感染症・結核学術部

会ウェブ委員 
日本呼吸器学会 

泉川公一・教授 評議員・感染症専門医制度試験問題作成委員・

院内感染対策講習会講師 
日本感染症学会 

泉川公一・教授 評議員・Journal of Infection and Chemotherapy 編集

委員 
日本化学療法学会 

泉川公一・教授 幹事・代議員・用語委員・将来計画委員 日本医真菌学会 

泉川公一・教授 代議員・将来計画委員 日本結核病学会 

泉川公一・教授 理事・マイコプラズマ肺炎治療指針策定委員 日本マイコプラズマ学会 

泉川公一・教授 感染症対策委員会委員 長崎県 

泉川公一・教授 感染症診査協議会委員 長崎市 

塚本美鈴・助教 長崎県西彼保健所感染症診査協議会委員 長崎県西彼保健所 

塚本美鈴・助教 国公立大学感染対策協議会職業感染対策 WG 委

員 
国公立感染対策協議会 

宮崎泰可・講師 評議員 日本化学療法学会 

宮崎泰可・講師 アスペルギルス症の診断・治療ガイドライン作

成委員会委員 
日本医真菌学会 

宮崎泰可・講師 第 59 回日本医真菌学会総会プログラム委員 日本医真菌学会 

宮崎泰可・講師 標準化委員会委員 日本医真菌学会 

中村茂樹・助教 第 90 回日本結核病学会総会プログラム委員会・

事務局長 
日本結核病学会 

泉川公一・教授 感染症系 東北大学 

泉川公一・教授 感染症系 富山大学 

宮崎泰可・講師 呼吸器感染症 長崎大学歯学部 

 

○先端医育センター 
氏名・職 委 員 会 等 名 関 係 機 関 名 

安武 亨・教授 社会保険診療報酬支払基金審査委員 長崎県 

安武 亨・教授 評議員 日本消化器外科学会 



安武 亨・教授 評議員 日本胃癌学会 

安武 亨・教授 評議員 日本消化器病学会九州支部 

田中邦彦・准教授 評議員 日本薬理学会 

田中邦彦・准教授 委員 長崎県特定疾患対策協議会 

分部哲秋・講師 評議委員会 日本人類学会 

分部哲秋・講師 南島原市文化財審議委員会 南島原市 

分部哲秋・講師 国立科学博物館 『日本館常設展』 資料監修 国立科学博物館 (東京) 

分部哲秋・講師 吉野ヶ里歴史公園特別企画展 
『よみがえる邪馬台国 倭人伝の道 Ⅱ ～邪馬

台国の外交拠点 伊都国～』資料貸出、展示監修 
(2014.9.20-11.9) 

佐賀県教育委員会 

 

○手術部 
氏名・職 委 員 会 等 名 関 係 機 関 名 

村田寛明・講師 インターベンショナル痛みの治療ガイドライン

作成チーム 
日本ペインクリニック学会 

村田寛明・講師 世話人 九州超音波麻酔アカデミー 

 

○救命救急センター 
氏名・職 委 員 会 等 名 関 係 機 関 名 

田﨑 修・教授 Associate Editor Acute Medicine & Surgery 

田﨑 修・教授 AAST 合同学会準備委員会委員 日本救急医学会 

田﨑 修・教授 評議員 日本救急医学会九州地方会 

田﨑 修・教授 評議員 日本外傷学会 

田﨑 修・教授 評議員 日本熱傷学会 

田﨑 修・教授 代表理事 長崎救急医学会 

田﨑 修・教授 世話人 日本熱傷学会九州地方会 

田﨑 修・教授 緊急被ばく医療ネットワーク検討会委員長 長崎県 

田﨑 修・教授 保健医療対策協議会救急医療対策部会委員 長崎県 

田﨑 修・教授 ドクターヘリ運航調整委員会委員 長崎県 
田﨑 修・教授 長崎県メディカルコントロール協議会委員 長崎県 
田﨑 修・教授 長崎地域メディカルコントロール協議会副会長 長崎市 

田﨑 修・教授 長崎県移植医療推進協議会委員長 長崎県 

長谷敦子・教授 評議員、理事、心肺蘇生法普及委員会 委員長 
蘇生学会 ありかた検討委員会 委員 

日本蘇生学会 

長谷敦子・教授 長崎市地域保険医療対策協議会 委員 長崎市 

長谷敦子・教授 長崎県消防学校 消防職員救急科 講師 長崎県 

長谷敦子・教授 日本救急医学会女性医師参画推進特別委員会 

委員 
日本救急医学会 

長谷敦子・教授 女性医師の労働・環境問題検討委員会 委員 全国医学部長病院長会議  

長谷敦子・教授 女性医師参画推進特別委員会 委員 日本救急医学会 

山下和範・准教授 評議員 日本集団災害医学会 



山下和範・准教授 長崎市救急活動事後検証医 長崎市メディカルコントロール委員会 

猪熊孝実・助教 評議員 日本 Acute Care Surgery 学会 

猪熊孝実・助教 評議員 日本腹部救急医学会 

猪熊孝実・助教 評議員 日本消化器病学会九州支部 

 

○細胞療法部 

氏名・職 委 員 会 等 名 関 係 機 関 名 

長井一浩 長崎県献血推進協議会 委員 長崎県 

長井一浩 長崎県合同輸血療法委員会 代表世話人 長崎県 

長井一浩 I&A 施設認定評価委員会 委員長 日本輸血・細胞治療学会 

長井一浩 日本輸血・細胞治療学会 評議員 日本輸血・細胞治療学会 

長井一浩 日本輸血・細胞治療学会誌 編集委員 日本輸血・細胞治療学会 

長井一浩 日本血液学会 評議員 日本血液学会 

 

○集中治療部 
氏名・職 委 員 会 等 名 関 係 機 関 名 

関野元裕・講師 ARDS クリニカルプラクティスガイドライン作

成委員会 協力委員 
日本呼吸療法医学会 

関野元裕・講師 非常勤講師（救急看護認定看護師教育課程） 日本赤十字九州国際看護大学 

関野元裕・講師 非常勤講師（歯科麻酔学） 長崎大学歯学部 

 

○血液浄化療法部 
氏名・職 委 員 会 等 名 関 係 機 関 名 

錦戸雅春・准教授 長崎県腎不全対策協会幹事 長崎県 

錦戸雅春・准教授 西日本支部評議員 (社)日本泌尿器科学会 

錦戸雅春・准教授 評議員 日本透析医学会 

錦戸雅春・准教授 統計調査委員会地域協力委員 日本透析医学会 

錦戸雅春・准教授 
専門医制度委員会 カリキュラム小委員会 研

究カリキュラム・指導医カリキュラムワーキン

グ委員 

日本透析医学会 

錦戸雅春・准教授 評議員 日本臨床腎移植学会 

錦戸雅春・准教授 認定医制度医委員 日本臨床腎移植学会 

錦戸雅春・准教授 評議員 日本臓器保存生物医学会 

錦戸雅春・准教授 臓器シェアリング委員会 日本臓器保存生物医学会 

錦戸雅春・准教授 幹事 腎移植・血管外科研究会 

錦戸雅春・准教授 理事 九州泌尿器科連合地方会 

錦戸雅春・准教授 常任幹事 九州腎臓移植研究会 

錦戸雅春・准教授 幹事 日本透析医会長崎支部 

錦戸雅春・准教授 長崎県 CKD 対策推進会議委員 長崎県 

 



○光学医療診療部 
氏名・職 委 員 会 等 名 関 係 機 関 名 

磯本 一・准教授 幹事 GI-metabolism Forum 

磯本 一・准教授 委員 先導生命科学研究支援センター放射線障害予

防委員会 

磯本 一・准教授 運営幹事 九州胃と腸大会 

磯本 一・准教授 Editorial Board（査読委員） Annals of Translational Medicine 

磯本 一・准教授 Editorial Board（査読委員） Medical Science Monitor (American Journal of 
Case Reports) 

磯本 一・准教授 Editorial Board（査読委員） World Journal of Gastroenterology 

磯本 一・准教授 Editorial Board（査読委員） World Journal of Gastroenterological Endoscopy 

磯本 一・准教授 Editorial Board（査読委員） World Journal of Gastrointestinal 
Pathophysiology 

磯本 一・准教授 Editorial Board（査読委員） World Journal of Clinical Cases 

磯本 一・准教授 Editorial Board（査読委員） World Journal of Hepatology 

磯本 一・准教授 査読委員 日本消化器内視鏡学会雑誌（和文誌） 

磯本 一・准教授 評議員 日本消化器病学会 

磯本 一・准教授 評議員 日本消化器内視鏡学会 

磯本 一・准教授 評議員 日本レーザー医学会 

磯本 一・准教授 評議員 日本ヘリコバクター学会 

磯本 一・准教授 認定医制度委員会委員 日本ヘリコバクター学会 

磯本 一・准教授 財務委員会委員 日本ヘリコバクター学会 

磯本 一・准教授 国際委員会委員 日本ヘリコバクター学会 

磯本 一・准教授 代議員 日本消化管学会 

磯本 一・准教授 九州支部評議員 日本消化器病学会 

磯本 一・准教授 九州支部評議員 日本消化器内視鏡学会 

磯本 一・准教授 Associate Editor（編集委員) Digestive Endoscopy 日本消化器内視鏡学会雑

誌（英文誌） 
 

○生活習慣病予防診療部 
氏名・職 委 員 会 等 名 関 係 機 関 名 

阿比留教生・准教授 学術評議員 日本糖尿病・肥満動物学会 

阿比留教生・准教授 委員 長崎市ストップ CKD ネットワーク会議 

阿比留教生・准教授 指導医運営委員 長崎県小児糖尿病ことのうみ 

阿比留教生・准教授 幹事 長崎県糖尿病対策推進会議 

阿比留教生・准教授 世話人 1 型糖尿病研究会 

阿比留教生・准教授 役員 日本糖尿病協会長崎分会つるの会 

宇佐俊郎・講師 委員 長崎県緊急被ばく医療ネットワーク検討会 

宇佐俊郎・講師 主査 長崎県緊急被ばく医療ネットワーク検討会作

業部会 

宇佐俊郎・講師 理事 長崎大学医師会 

宇佐俊郎・講師 委員 長崎県在外被爆者支援事業関係医療調整会議 



宇佐俊郎・講師 評議員  日本甲状腺学会 

宇佐俊郎・講師 評議員 日本内分泌学会 

宇佐俊郎・講師 委員 長崎県社会保険診療報酬支払基金審査 

宇佐俊郎・講師 委員 佐賀県・佐賀地区「緊急被ばく医療ネットワ

ーク検討会」 

宇佐俊郎・講師 委員 原子力安全研究協会・「原子力災害時におけ

る医療対応に関する研修」講師連絡会（合同）

/ 講師連絡会Ⅰ/ 講師連絡会Ⅱ 

世羅至子・講師 糖尿病検討委員会委員 長崎県 

世羅至子・講師 副会長 日本糖尿病協会長崎分会つるの会 

安藤隆雄・講師 評議員 日本甲状腺学会 

安藤隆雄・講師 評議員 日本内分泌学会九州支部評議会 

安藤隆雄・講師 評議員 日本内分泌学会 

安藤隆雄・講師 副センター長 長崎大学病院内科ハブセンター 

安藤隆雄・講師 役員 日本糖尿病協会長崎分会つるの会 

堀江一郎・助教 役員 日本糖尿病協会長崎分会つるの会 

赤澤 諭・助教 役員 日本糖尿病協会長崎分会つるの会 

○教室における社会活動について 

① 糖尿病啓発公開講座「第 1回スマイルライフ」を開催し講演や指導を行った。 
② 長崎県小児糖尿病療育サマーキャンプを毎年 1回開催し患児との交流を深めている。 
③ 長崎市において 2型糖尿病の食事療法・運動療法を長崎市職員向けに講演した。 
④ 長崎市において第 3回日糖協長崎県支部栄養部会研修会を管理栄養士向けに行った。 

 

○臨床研究センター 

氏名・職 委 員 会 等 名 関 係 機 関 名 

山本弘史・教授 副理事長 日本臨床腫瘍薬学会 

 

○国際ヒバクシャ医療センター 

氏名・職 委 員 会 等 名 関 係 機 関 名 

宇佐俊郎・講師 長崎県緊急被ばく医療ネットワーク検討会委員 長崎県 

宇佐俊郎・講師 長崎県緊急被ばく医療ネットワーク検討会作業

部会 主査 
長崎県 

宇佐俊郎・講師 長崎大学医師会理事 長崎大学医師会 

宇佐俊郎・講師 在外被爆者支援事業関係医療調整会議委員 長崎県 

宇佐俊郎・講師 評議員 日本内分泌学会 

宇佐俊郎・講師 社会保険診療報酬支払基金審査委員 長崎県 

宇佐俊郎・講師 「原子力災害医療に関する研修の実効性向上」

指導者ワーキンググループ 委員 
原子力安全研究協会 

 

○地域医療連携センター 

氏名・職 委 員 会 等 名 関 係 機 関 名 

川崎浩二・准教授 長崎市地域医療検討会 長崎市市民健康部 



川崎浩二・准教授 長崎市歯科口腔保健推進委員会 長崎市健康づくり課 

川崎浩二・准教授 非常勤講師（地域組織活動論） 長崎県立大学シーボルト校 

川崎浩二・准教授 非常勤講師（保健統計と演習） 長崎県立大学シーボルト校 

川崎浩二・准教授 
非常勤講師（在宅医療・福祉コンソーシアム 
「在宅緩和ケア概論」） 

長崎県立大学シーボルト校 

 

○薬剤部 
氏名・職 委 員 会 等 名 関 係 機 関 名 

佐々木 均・教授 会頭 九州山口薬学会 

佐々木 均・教授 病院薬局協議会委員長 九州山口薬学会 

佐々木 均・教授 評議員 日本 TDM 学会 

佐々木 均・教授 会頭 日本医療薬学会 

佐々木 均・教授 代議員 日本薬学会 

佐々木 均・教授 世話人 日本薬学会医療薬科学部会 

佐々木 均・教授 評議員 日本薬物動態学会 

佐々木 均・教授 理事 日本薬剤学会 

佐々木 均・教授 評議員 日本眼薬理学会 

佐々木 均・教授 保健医療専門審査員 厚生労働省 

佐々木 均・教授 編集委員 医薬ジャーナル 

佐々木 均・教授 編集委員 化学療法の領域 

佐々木 均・教授 運営委員会委員 薬学教育評価機構 

佐々木 均・教授 研修評価委員会委員 薬学教育評価機構 

佐々木 均・教授 社会保険部門委員 日本病院薬剤師会 

佐々木 均・教授 財務部長 日本病院薬剤師会 

佐々木 均・教授 常任理事 日本病院薬剤師会 

佐々木 均・教授 会長 長崎県病院薬剤師会 

佐々木 均・教授 副会長 長崎県薬剤師会 

佐々木 均・教授 委員 ジェネリック医薬品使用促進協議会 

佐々木 均・教授 ながさき治験医療ネットワーク構築委員会委員 長崎県 

佐々木 均・教授 サブリーダー 長崎治験事業推進連携チーム 

佐々木 均・教授 副会長 ながさき治験医療ネットワーク委員会 

北原隆志・准教授 生涯教育委員会委員 長崎県薬剤師会  

北原隆志・准教授 理事（教育担当） 長崎県病院薬剤師会 

北原隆志・准教授 感染制御専門薬剤師研修委員会委員長 日本病院薬剤師会 

北原隆志・准教授 代議員 日本病院薬剤師会 

北原隆志・准教授 薬物療法専門薬剤師研修委員 日本医療薬学会 

佐々木 均・教授 非常勤講師（薬剤学） 向陽学園 

北原隆志・准教授 非常勤講師（薬剤学） 向陽学園 
 
 

 



○離島・へき地医療学 
氏名・職 委 員 会 等 名 関 係 機 関 名 

前田隆浩・教授 五島地区肝炎対策委員会 五島保健所 

前田隆浩・教授 長崎県油症対策委員会委員 長崎県 

前田隆浩・教授 五島中央病院倫理委員会委員 長崎県五島中央病院 

前田隆浩・教授 新型インフルエンザ対策協議会委員 五島保健所 

前田隆浩・教授 五島保健所地域・職域連携推進協議会委員 五島保健所 

前田隆浩・教授 医師試験委員 厚生労働省 

前田隆浩・教授 医師国家試験出題基準改定部会委員 厚生労働省 

前田隆浩・教授 五島市医療提供体制のあり方検討委員会委員 五島市 

前田隆浩・教授 長崎県医師会医療政策・診療報酬等対策協議会委員 長崎県医師会 

前田隆浩・教授 五島中央病院治験審査委員会委員 長崎県五島中央病院 

前田隆浩・教授 五島中央病院群研修管理委員会 長崎県五島中央病院 

前田隆浩・教授 評議員 日本生理人類学会 

前田隆浩・教授 評議員 日本病院総合診療医学会 

前田隆浩・教授 五島市保健対策推進協議会委員 五島市 

前田隆浩・教授 五島市予防接種健康被害調査委員会委員 五島市 

前田隆浩・教授 国民体育大会五島市実行委員会 五島市 

前田隆浩・教授 長崎県保健医療対策協議会 離島医療部会委員 長崎県 

前田隆浩・教授 五島地域住民参加型医療改善協議会委員 五島保健所 

前田隆浩・教授 地域医療フォーラム実行委員会副院長 自治医科大学 

前田隆浩・教授 へき地保健医療対策検討会委員 厚生労働省 

前田隆浩・教授 日本ﾌﾟﾗｲﾏﾘ・ｹｱ連合学会理事 日本プライマリ・ケア連合学会 

前田隆浩・教授 日本ﾌﾟﾗｲﾏﾘ・ｹｱ連合学会長崎県支部会副会長 日本プライマリ・ケア連合学会長崎県支部会 

前田隆浩・教授 全国医学部長病院長会議地域胃腸検討委員会 全国医学部長病院長会議 

前田隆浩・教授 日本医学教育学会地域医療・多職種連携教育委員会 日本医学教育学会 

前田隆浩・教授 全国地域医療教育協議会代表世話人 全国地域医療教育協議会 

前田隆浩・教授 
都道府県へき地保健医療計画実行支援とその評

価に関する研究委員 

厚生労働省 

前田隆浩・教授 ながさき健康・省エネ住宅推進協議会委員 ながさき健康・省エネ住宅推進協議会 

前田隆浩・教授 非常勤講師（地域医療学） 国立大学法人 徳島大学 
 

○へき地病院再生支援・教育機構 

氏名・職 委 員 会 等 名 関 係 機 関 名 

調 漸・教授 指導医 日本神経学会 

調 漸・教授 評議員 日本神経治療学会 

調 漸・教授 評議員 日本神経免疫学会 

調 漸・教授 評議員 日本神経感染症学会 

調 漸・教授 予備代議員 日本医師会 

調 漸・教授 IPPNW 国際評議員(長崎支部事務総長) IPPNW 国際本部 

調 漸・教授 評議員 社団法人全国大学保健管理協会 



調 漸・教授 理事 国立大学法人保健管理施設協議会 

調 漸・教授 フィジカルヘルスフォーラム 理事 国立大学法人保健管理施設協議会 

調 漸・教授 長崎県専門医養成プログラム等調査検討委員会 

委員 
長崎県 

調 漸・教授 長崎県脳卒中検討委員会 委員 長崎県 

調 漸・教授 佐世保・県北地域医療のあり方検討会 委員長 長崎県 

調 漸・教授 長崎県次期総合計画懇話会 委員 長崎県 

調 漸・教授 長崎県指定難病審査会 委員 長崎県 

調 漸・教授 健康ながさき 21 推進会議小委員会 委員 長崎県 

調 漸・教授 長崎県特定疾患対策協議会 委員 長崎県 

調 漸・教授 評議員 長崎県産業振興財団 

調 漸・教授 サブリーダー 長崎治験事業推進連携チーム 

調 漸・教授 代議員 長崎県医師会 

調 漸・教授 ながさき治験医療ネットワーク委員会 委員 長崎県医師会 

調 漸・教授 理事 長崎大学医師会 

調 漸・教授 長崎都市経営戦略推進会議 アドバイザー 長崎商工会議所、他 

調 漸・教授 佐世保市総合病院事業懇話会 作業部会委員 佐世保市病院事業 

調 漸・教授 地域イノベーション戦略支援プログラム推進会

議 座長 
文部科学省 

調 漸・教授 ながさき“新生”産学官金連携コンソーシアム 

議長 
長崎県、他 

調 漸・教授 「都市と農村漁村の共生・対流」長崎県境議会 

委員 
長崎県 

調 漸・教授 九州経済連合会産学連携懇親会 会員 九州経営連合会 

調 漸・教授 西九州テクノコンソーシアム運営会議 委員 長崎県 

調 漸・教授 取締役 株式会社ファーマコセル 

調 漸・教授 医療顧問 株式会社レクメド 

中桶了太・准教授 評議員 日本プライマリ・ケア連合学会 

中桶了太・准教授 プライマリ・ケア・スタイル研究会 委員 一般社団法人 Medical Studio 

中桶了太・准教授 事務局長 ながさき県北地域医療教育コンソーシアム 

中桶了太・准教授 研修管理委員会 委員 労働者健康福祉機構 横浜労災病院 

中桶了太・准教授 研修管理委員会 委員 横浜市立大学病院 

中桶了太・准教授 佐世保県北地域型認知症疾患医療センター連携

協議会 委員 
長崎県 

中桶了太・准教授 総合診療医育成プログラム作成委員会 委員 ながさき地域医療人材支援センター 

中桶了太・准教授 非常勤講師（医学・医療と社会） 久留米大学医学部医学科 
 

○がん診療センター 

氏名・職 委 員 会 等 名 関 係 機 関 名 

芦澤和人・教授 中央環境審議会石綿健康被害判定部会専門委員 環境省 

芦澤和人・教授 中央じん肺診査医 厚生労働省 

芦澤和人・教授 医師国家試験予備試験委員 厚生労働省 



芦澤和人・教授 石綿確定診断等事業臨床・放射線検討会委員 厚生労働省 

芦澤和人・教授 大学改革推進事業がんプロフェッショナル養成

協議会コーディネーター 
文部科学省 

芦澤和人・教授 画像診断コンサルテーションコンサルタント 国立がん研究センターがん対策情報センター 

芦澤和人・教授 評議員 日本肺癌学会 

芦澤和人・教授 画像診断委員会委員 日本肺癌学会 

芦澤和人・教授 評議員 日本肺癌学会九州支部会 

芦澤和人・教授 理事 日本 CT 検診学会 

芦澤和人・教授 肺癌診断基準部会委員 日本 CT 検診学会 

芦澤和人・教授 ガイドライン委員会委員 日本 CT 検診学会 

芦澤和人・教授 代議員 日本医学放射線学会 

芦澤和人・教授 用語委員会委員 日本医学放射線学会 

芦澤和人・教授 画像診断ガイドライン委員会委員 日本医学放射線学会 

芦澤和人・教授 世話人 日本医学放射線学会九州地方会 

芦澤和人・教授 幹事 日本医学放射線学会胸部放射線研究会 

芦澤和人・教授 理事 日本放射線科専門医会 

芦澤和人・教授 世話人 福岡胸部放射線研究会 

芦澤和人・教授 世話人 石綿・中皮腫研究会 

芦澤和人・教授 保健医療対策協議会がん対策部会委員 長崎県 

芦澤和人・教授 保健医療対策協議会がん対策部会がん登録委員

会委員 
長崎県 

芦澤和人・教授 保健医療対策協議会がん対策部会肺がん委員会

委員 
長崎県 

芦澤和人・教授 専門分野における質の高い看護師育成事業検討

委員会委員 
長崎県 

芦澤和人・教授 緩和ケア医師研修委員会委員 長崎県 

芦澤和人・教授 長崎県がん診療連携協議会事務局長 長崎県 

芦澤和人・教授 がん検診委員会委員 長崎市医師会 

芦澤和人・教授 感染症診査協議会委員 長崎県西彼保健所 

西田暁史・助教 評議員 日本骨形態計測学会 

芦澤和人・教授 非常勤講師（放射線医学） 長崎医療技術専門学校 

 

○メディカル・ワークライフバランスセンター 

氏名・職 委 員 会 等 名 関 係 機 関 名 

伊東昌子・教授 理事長 日本骨形態計測学会 

伊東昌子・教授 理事 日本骨代謝学会 

伊東昌子・教授 理事 日本骨粗鬆症学会 

伊東昌子・教授 連携会員 日本学術会議 

伊東昌子・教授 委員 長崎県女性医師等就労支援協議会  

伊東昌子・教授 委員長 長崎県医師会男女共同参画委員会  

伊東昌子・教授 理事 長崎大学医師会 



伊東昌子・教授 委員 長崎県看護キャリア支援センター指定管理者

選定委員会  

伊東昌子・教授 委員 長崎県医療審議会 

伊東昌子・教授 委員 長崎県公立大学法人評価委員会  

伊東昌子・教授 委員 ながさき女性活躍推進会議企画  

伊東昌子・教授 会長 長崎市男女共同参画審議会  

伊東昌子・教授 委員 長崎市表彰審査委員会 
 


