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循環病態制御外科学分野 
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社会活動 

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 
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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  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 

 
その他 
非常勤講師等 

氏名・職 職・担当科目等 関 係 機 関 名 

江石清行・教授 非常勤講師（臨床病態学） 長崎県立シーボルト大学 

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 

 
新聞に掲載された活動 

氏名・職 活動題目 掲載紙誌等 掲載年月日 活動内容の概要と社会との関連 

江石清行・教授 心臓・血管につ
いての解説 

読売新聞 2009年 
7月 5日

「病院の実力 長崎編」で心臓・血管につ

いて解説した 

 
特筆すべき事項 

① 長崎県内の循環器および心臓血管外科専門医を対象に長崎県循環器合同カンファレンスを開催（長崎県医師会
生涯教育講座）2009.1.23 

② 市内医療機関の検査技師に対して心エコーの技術指導を行った.  
 


