
平成27(2015)年度社会活動報告
氏名 役員・委員

﨑元達郎 熊本市教育委員会教育委員長

﨑元達郎 熊本県日中協会常任理事

﨑元達郎 学校法人銀杏学園　理事・評議員

﨑元達郎 公益財団法人地方経済総合研究所評議員

﨑元達郎 日本私立大学協会評議員

﨑元達郎 一般財団法人化学及血清療法研究所評議員

﨑元達郎 独立行政法人大学評価・学位授与機構大学機関別認証評価委員会専門委員

﨑元達郎 国立大学法人評価委員会専門委員

﨑元達郎 日本私立大学協会教育学術充実協議会委員

﨑元達郎 国立大学法人長崎大学経営協議会委員

﨑元達郎 夏目漱石記念年100人委員会委員

﨑元達郎 一般社団法人大学コンソーシアム熊本正会員

﨑元達郎 熊本ユネスコ協会顧問

﨑元達郎 熊本三州会会長

﨑元達郎 熊本大学国際交流支援者会（Vogies）会長

﨑元達郎 熊本市北部商工会会員

﨑元達郎 熊日プレジデント倶楽部会員

﨑元達郎 熊本大学顧問

髙濱和夫 医療法人社団寿量会臨床研究審査委員会外部委員

髙濱和夫 日本咳嗽研究会世話人

髙濱和夫 日本排尿障害モデル動物研究会世話人

杉内博幸 生物試料分析科学会評議委員

杉内博幸 日本臨床化学会リポ蛋白検査専門委員会 スーパーバイザー

杉内博幸 熊本県臨床検査技師会標準化委員

楢原真二 九州遺伝子研究会監事

楢原真二 九州免疫血清研究会会長

楢原真二 九州臨床検査精度管理研究会免疫部門解析委員

楢原真二 生物試料分析研究会評議委員

楢原真二 臨床化学会評議委員(九州地区）

楢原真二 熊本県高校理科研究会審査委員

古閑公治 熊本県臨床検査技師会理事，学術部副部長

古閑公治 日本臨床検査学教育協議会評議員

野崎周英 崇城大学遺伝子組換え外部委員

野崎周英 熊本大学研究活動調査委員会外部委員

正木孝幸 熊本県 精度管理委員

正木孝幸 熊本県保健環境研究所外部評価委員

正木孝幸 熊本機能病院ICT委員

松原朱實 日本臨床検査自動化学会評議員（査読委員、編集委員、科学技術委員）

松原朱實 生物試料分析科学会評議員

松原朱實 日本適合性認定協会 ISO15189上席主任審査員、技術審査員

矢野正人  Bio-protocol査読委員（Reviewer board）

嶋田かをる 日本臨床検査検査学教育協議会 日本臨床検査学教育学会評議員

嶋田かをる 日本臨床検査検査学教育協議会日本臨床検査学教育協議会理事

嶋田かをる 日本臨床検査検査学教育協議会 「臨床検査学教育」誌編集副委員長

松本珠美 一般社団法人熊本県臨床検査技師会常務理事

松本珠美 健康食品管理士会九州支部支部長

亀山広喜 日本消化器内視鏡技師国家資格推進委員会委員

亀山広喜 九州消化器内視鏡技師会幹事

亀山広喜 九州消化器内視鏡技師会医療安全委員会委員

亀山広喜 熊本県消化器内視鏡技師会幹事

亀山広喜 熊本県臨床検査技師会一般研究班副班長

亀山広喜 熊本県臨床検査技師会学術委員

亀山広喜 熊本県臨床細胞検査士会幹事

亀山広喜 熊本県臨床細胞学会幹事
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亀山広喜 日本病理同学院緊急検査技師試験実務委員

野中喜久 熊本県臨床検査技師会常任理事

北里眞弓 特定医療法人弓削病院評議委員

中村京子 熊本市北区役所まちづくり懇話会副委員長

中村京子 ＮＰＯ法人老いと病の文化研究所ホームホスピスわれもこう理事（法人運営）

橋本宜子 日本脳神経看護研究学会評議員

橋本宜子 日本ニューロサイエンス看護学会評議員

荒尾博美 熊本県看護協会常任委員（教育委員）

荒尾博美 熊本県看護協会平成27年度熊本県看護研究学会企画・運営委員

荒尾博美 日本看護研究学会評議員

大澤早苗 第16回九州・沖縄小児看護教育研究会幹事

大澤早苗 熊本県看護研究学会抄録選考委員

末永芳子 熊本県看護協会　助産師職能委員

戸渡洋子 健康保険組合連合会共同事業推進委員

戸渡洋子 熊本県国民健康保険団体連合会　保健事業支援・評価委員

戸渡洋子 熊本市北区役所管内地域成人保健研修会実行委員、企画担当

戸渡洋子 熊本市高齢者支援センターささえりあ北部（熊本市北2地域包括支援センター）地域運営協議会委員

戸渡洋子 熊本市西里校区自治協議会健康づくり委員

戸渡洋子 熊本市北区「いきいき未来のつどい」実行委員会企画委員

長倉裕二 日本義肢装具学会理事

長倉裕二 日本理学療法士協会・日本支援工学理学療法士学会幹事

長倉裕二 日本身体障害者スポーツ学会理事

飯山準一 日本温泉気候物理医学会評議員

飯山準一 日本温泉気候物理医学会推薦・会則委員会委員

飯山準一 熊本リハビリテーション研究会世話人

土井篤 日本運動器疼痛学会暫定評議委員

土井篤 くまもと技術革新・融合研究会（RIST）世話人

山元総勝 日本物理療法学会学会誌査読委員

山元総勝 日本PNF学会理事，渉外局長

山元総勝 日本PNF学会学会誌査読委員

山元総勝 日本物理療法学会評議員

久保高明 熊本摂食嚥下リハビリテーション研究会事務局長

久保高明 熊本メソッド「ベロタッチ」検証プロジェクト委員

久保高明 日本理学療法学術大会査読委員

久保高明 熊本県理学療法士協会学術大会査読委員

申敏哲 Journal of Exercise Rehabilitation Editor 編集者、論文審査

申敏哲 話してみよう韓国語熊本大会実行委員委員長

申敏哲 韓国語能力試験熊本実行委員長

鏑木誠 熊本県理学療法士協会専門領域部中枢神経班班長

陣上修一 熊本県ハンドボール協会医務部委員

陣上修一 熊本県体育協会医科学委員会トレーナー部会研修委員

陣上修一 熊本県理学療法士協会専門領域部長

安田大典 日本作業療法士協会学術部委員

安田大典 日本作業療法士協会学会査読委員

木村伊津子 厚生労働省理学療法士作業療法士試験委員

木村伊津子 熊本県作業療法士会理事

木村伊津子 熊本県作業療法士会渉外部担当理事

木村伊津子 熊本県作業療法士会学術部員

木村伊津子 熊本県作業療法士会保健福祉部員

木村伊津子 日本作業療法学会査読委員

木村伊津子 熊本市障がい者自立支援協議会副会長

木村伊津子 熊本市障がい者自立支援協議会就労支援部会委員

木村伊津子 熊本市障がい者自立支援協議会相談支援部会委員

木村伊津子 平成27年度熊本市障がい者施設商品コンクール審査員長

木村伊津子 熊本市障がい者虐待防止連絡会委員

木村伊津子 熊本県精神科リハビリテーション研究会理事

木村伊津子 熊本県高次脳機能障害検討委員会委員
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木村伊津子 株式会社三輪書店作業療法ジャーナル編集同人

木村伊津子 社会福祉法人みどり福祉会理事

山野克明 熊本県作業療法士会理事（学術部担当）

山野克明 日本作業療法学会演題査読委員

山野克明 日本作業療法士協会 事例報告登録制度審査委員

佐川佳南枝 日本作業療法協会編集委員

佐川佳南枝 日本質的心理学会研究交流委員会委員

佐川佳南枝 熊本県作業療法士協会学術部員

佐川佳南枝 M-GTA研究会世話人

佐川佳南枝 九州M-GTA研究会会長

野尻明子 熊本県作業療法士会事業部副部長

野尻明子 日本作業療法士協会事例登録報告制度審査委員

野尻明子 終末期・緩和ケア作業療法研究会副会長

野尻明子 社会福祉法人夢のみずうみ村理事

野尻明子 社会福祉法人チャレンジめいとくの里理事

森本誠司 株式会社三輪書店作業療法ジャーナル編集同人

森本誠司 平成27年度 熊本市療育支援ネットワーク会議　課題別会議委員

塩見将志 一般社団法人リハビリテーション教育評価機構評価委員

小薗真知子 日本言語聴覚士協会選挙管理委員

小薗真知子 日本言語聴覚士協会障害学習部委員

小薗真知子 日本音声言語医学会審議員

小薗真知子 全国リハビリテーション学校協会監事

小薗真知子 熊本県高次脳機能障害検討委員会委員

大塚裕一 熊本県言語聴覚士会監事

大塚裕一 熊本言語聴覚研究会代表

大塚裕一 日本高次脳機能障害学会教育・研修委員

大塚裕一 熊本摂食・嚥下研究会運営委員

大塚裕一 リハビリテーション研究会spot運営アドバイザー

池嵜寛人 熊本県言語聴覚士会事務局長

松原慶吾 熊本県言語聴覚士会理事

松原慶吾 熊本県言語聴覚士会学術研修部部長

宮本恵美 熊本県言語聴覚士会副会長

宮本恵美 熊本NST研究会世話人

宮本恵美 熊本県摂食・嚥下リハビリテーション研究会　運営委員

宮本恵美 PEGケアカンファレンス熊本世話人

宮本恵美 熊本県医療・保健・福祉連携学会企画委員

宮本恵美 日本言語聴覚士協会代議員

渡辺雄一 熊本留学生交流推進会議運営委員会委員

竹永和典 日本学術振興会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

岩井学 日本ロレンス協会編集委員

東谷孝一 九州大学哲学会理事

東谷孝一 西日本哲学会会計監査

向井良人 熊本大学水俣病学術資料調査研究推進室　室員

向井良人 一般財団法人水俣病センター相思社評議員

竪野眞紀子 熊本県母性衛生学会理事
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氏名 学会・研修会での役割

杉内博幸 第55回日本臨床化学会年次学術集会リポ蛋白検査専門委員会

杉内博幸 第55回日本臨床化学会年次学術集会評議委員

楢原真二 九州臨床検査精度管理研究会免疫部門座長

菊池亮 日本検査血液学会評議員

古閑公治 第48回熊本県医学検査学会実行委員・総務部長

古閑公治 第10回日本臨床検査学教育学会座長

正木孝幸 日本臨床微生物学会評議員

松原朱實 日本臨床検査自動化学会第47回大会座長

寺本弘二 自動呼吸器能研究会司会（琵琶湖セミナー：滋賀県）

三村孝俊 全国禁煙学会実行委員会実行委員

中村京子 日本禁煙学会熊本大会運営実行委員

中村京子 タバコフリーキッズ熊本運営実行委員

中村京子 日本認知症ケア学会論文査読委員

中村京子 日本高齢者虐待防止学会論文査読委員

橋本宜子 第43回日本脳神経看護研究学会大会長

岩瀬裕子 熊本県看護協会宇城支部看護研究発表講評

大澤早苗 第16回九州・沖縄小児看護教育研究会幹事会書記・会計報告

大澤早苗 九州・沖縄小児看護教育研究会事務局

大澤早苗 平成27年度熊本県看護研究学会査読

井上加奈子 日本教師学学会第17回大会分科会座長

長倉裕二 日本義肢装具学会シンポジウム講師及び座長

長倉裕二 日本理学療法士協会認定理学療法士必須研修会講師（切断）

長倉裕二 日本理学療法士協会認定理学療法士必須研修会講師（補装具）

飯山準一 日本温泉気候物理医学会 第36回温泉療法医になるための教育研修会講師

與座嘉康 熊本県理学療法士協会研修会企画運営

與座嘉康 日本理学療法士協会査読

與座嘉康 九州PT・OT合同学会査読

岩下佳弘 第51回日本理学療法学術大会査読

鏑木誠 熊本県理学療法士協会第1回神経領域研修会統括責任者

鏑木誠 熊本県理学療法士協会北ブロック研究促進勉強会講師

鏑木誠 熊本県理学療法士協会北ブロック症例検討会座長

松原誠仁 Gait & Clinical Movement Society査読委員

木村伊津子 理学療法士作業療法士合同学会査読委員

木村伊津子 熊本県作業療法士会学術部熊本作業療法学会査読委員

山野克明 第6回九州医学哲学・倫理学会学術大会座長

山野克明 九州理学療法士・作業療法士合同学会in大分 座長

山野克明 日本作業療法士協会第59回作業療法全国研修会副実行委員長

山野克明 日本質的心理学会研究交流委員会「作業療法に活かす質的研究法in熊本」スーパーバイザー

野尻明子 熊本県作業療法士会第１2回熊本作業療法学会実行委員会・査読部委員

森本誠司 日本感覚統合学会演題査読委員

森本誠司 九州理学療法士作業療法士合同学会演題査読委員

大塚裕一 熊本県言語聴覚士会学術集会　座長

大塚裕一 熊本摂食・嚥下研究会座長

池嵜寛人 第9回熊本県医療保健福祉連携学会受付業務

池嵜寛人 回復期リハビリテーション病棟従事者に対するスキルアップ研修会スタッフ

池嵜寛人 第160回熊本リハビリテーション研究会スタッフ

岩村健司 熊本県言語聴覚士会子どもサポートNET天草に勤務するSTへの研修支援

岩村健司 熊本県言語聴覚士会子どもサポートNETサポートメンバー

松原慶吾 熊本県言語聴覚士会生涯学習プログラム基礎講座の実行委員

松原慶吾 熊本県言語聴覚士会生涯学習プログラム専門講座の実行委員

松原慶吾 熊本県言語聴覚士会熊本県言語聴覚士会学術研究会実行委員

髙橋徹 日本ベントス学会自然環境保全委員

竪野眞紀子 熊本県母性衛生学会雑誌査読委員
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氏名 講師（他大学の非常勤講師含まず）

﨑元達郎 熊本市教育委員会管理職研修講師「教育都市くまもとの教職員像とリーダーシップ」

楢原真二 熊本県理科研究会教員実習講師

古閑公治 熊本学園大学附属高校出前授業講師

正木孝幸 日臨技九州支部微生物検査の講師

松本珠美 第64回日本医学検査学会 行列ができるスキルアップ研修会 寄生虫分野講師

松本珠美 日本臨床衛生検査技師会 認定一般臨床検査技師指定講習会 寄生虫分野講師

松本珠美 熊本県臨床検査技師会一般検査部門講習会講師

亀山広喜 熊本県臨床検査技師会一般研究班月例会講師

野中喜久 別府青山高校出前授業講師

北里眞弓 熊本整形外科病院看護理論講師

北里眞弓 熊本整形外科病院看護研究論文指導講師

多久島寛孝 城南病院看護研究個別指導講師

多久島寛孝 城南病院看護研究講義講師

多久島寛孝 佐賀県立佐賀北高等学校出前講義講師

羽田野花美 医療法人杏和会城南病院看護研究指導

羽田野花美 医療法人杏和会城南病院講義講師

羽田野花美 熊本県立多良木高等学校出前授業講師

荒尾博美 熊本リハビリテーション病院研究指導

荒尾博美 熊本県消防学校講師

岩瀬裕子 宇城総合病院看護研究指導

大澤早苗 熊本市主催ふれあい公開講座講師

徳永郁子 JICA講義講師

徳永郁子 熊本県看護協会宇城支部研修会講師

徳永郁子 宇城総合病院研究指導

大坪昌喜 くまもと心療病院研究指導

大坪昌喜 日本精神科看護協会熊本県支部　看護研究発表研修会コメンテーター

坂本淑江 宮崎県立高千穂高等学校出前講義講師

戸渡洋子 熊本信愛女学院高校出前授業講師

戸渡洋子 平成27年度THP有資格者研修会講師

船越和美 熊本県看護協会熊本県看護学生実習指導者講習会講師

船越和美 熊本県民主医療機関連合会看護部会看護研究指導

森嶋純子 熊本リハビリテーション病院看護研究指導

森嶋純子 熊本県民テレビ第7回医療業界就職説明会採血演習指導

森嶋純子 熊本県民テレビ第8回医療業界就職説明会採血演習指導

森嶋純子 八代白百合学園進路ガイダンス講師

太田光紀 熊本県立牛深高校出前講義講師

山元総勝 川薩圏域地域リハビリテーション広域支援センター講師

山元総勝 日本PNF学会PNF講習会（上級B)指導

山元総勝 日本PNF学会One Day PNF 講習会指導

久保高明 熊本摂食嚥下リハビリテーション研究会講師

與座嘉康 熊本県理学療法士協会主催吸引セミナー講師

與座嘉康 熊本県理学療法士協会主催呼吸循環セミナー講師

與座嘉康 青磁野リハビリテーション病院リハ診療指導

與座嘉康 朝日野総合病院勉強会講師

與座嘉康 御幸病院勉強会講師

與座嘉康 熊本市立必由館高校出前講義

陣上修一 熊本県体育協会平成27年度2020年東京オリンピック育成指定選手パーソナルトレーナー配置事業に

陣上修一 熊本県体育協会平成27年度国民体育大会競泳競技帯同

松原誠仁 熊本県立熊本北高等学校スーパーサイエンスハイスクール事業講師

山野克明 熊本県作業療法士会現職者選択研修講師

山野克明 玉名市平成27年度玉名市認知症フォーラム講師

山野克明 平成27年度 玉名市認知症フォーラム講師

吉田真理子 ふれあい出前講座（熊本県年金受給者協会熊本市西部会）講演会講師

吉田真理子 ふれあい出前講座（熊本市消費者団体連絡会　修了者の会）勉強会講師

吉田真理子 山鹿市（山鹿市）山鹿市障害学習講座「健康応援コース」講師

吉田真理子 熊本県（御船町）熊本県民カレッジ「サテライト御船教室」講師
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吉田真理子 ふれあい出前講座（有限会社　テイクケア・エフ）社内勉強会講師

吉田真理子 ふれあい出前講座（老人クラブりんどう会）例会講和講師

野尻明子 終末期・緩和ケア作業療法研究会セミナー講師

野尻明子 終末期・緩和ケア作業療法研究会シンポジウム司会

益満美寿 松岡病院リハスタッフ（OT）への臨床技術指導

益満美寿 くまもと成仁病院院内職員研修会講師

益満美寿 北九州市立門司病院院内職員研修会講師

森本誠司 社会福祉法人聖母の騎士会恵みの聖母の家 研修講師

森本誠司 熊本市中央・西児童発達支援ルームにおける療育指導

森本誠司 こども発達支援センターなごみ園療育指導

森本誠司 合志市社会福祉協議会障がい者支援センター「れんがの家」療育指導

森本誠司 社会福祉法人すぎのこ村　障害者支援施設ひばり～ヒルズＯＴ指導

森本誠司 熊本市立西里保育園職員研修講師　「こどもの相談室」助言者

森本誠司 ＮＰＯ法人えんぱ（児童発達援事業及び放課後児童デイサービス）療育指導

森本誠司 大分県立臼杵高校出前講義

森本誠司 児童発達支援事業ラエタの家療育指導

森本誠司 大津支援学校発達障害に関する校内研修会講師

森本誠司 日本感覚統合学会認定講習会検査施行法に関する講師

森本誠司 なでしこ園 感覚統合に関する研修会講師

岩下夏岐 タイランシット大学講演；What’s MTDLP

森本誠司 エンゼル保育園児童発達支援事業ひまわりクラブ療育指導

小薗真知子 熊本県難聴言語親の会特別講演

小薗真知子 熊本県言語聴覚士会生涯学習基礎講座講師

小薗真知子 春竹小学校特別支援学級保護者への講演会講師

小薗真知子 熊本県ソーシャルワーカー協会講演会講師

小薗真知子 熊本県幼稚園協会講演会講師

小薗真知子 ルーテル学院高校保護者への講演会講師

小薗真知子 沖縄県那覇市民講座講師

小薗真知子 沖縄県読谷村セミナー講師

大塚裕一 熊本市中央区講演会講師

大塚裕一 特定医療法人明徳会及び大分県言語聴覚士会共同主催講演会講師

大塚裕一 熊本臨床言語研究会講演会講師

大塚裕一 日本高次脳機能障害学会講演会講師

大塚裕一 熊本臨床言語研究会講師

佐々木千穂 合志市社会福祉協議会非常勤講師

岩村健司 熊本市民病院自治体病院栄養部門講師

松原慶吾 メディカル・カレッジ青照館同窓会講演会講師

宮本恵美 ベロタッチ研修会（熊本市男女共同参画センターはあもにい）講師

宮本恵美 介護老人保健施設タンポポ研修会講師

宮本恵美 ベロタッチ研修会（八代）講師

宮本恵美 地域リハビリテーション広域支援センター研修会講師

髙橋徹 有明海漁民市民ネットワーク講演会講師

東谷孝一 熊本大学教員免許更新講習講師

向井良人 熊本県看護協会認定看護管理者教育課程ファーストレベル講師

向井良人 熊本県看護協会研修会講師

向井良人 熊本県看護協会実習指導者講習会講師

水本豪 熊本県難聴言語障がい教育研究会講師

竪野眞紀子 熊本県看護協会平成27年度熊本県看護学生実習指導者講習会講師
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氏名 一般市民対象ｲﾍﾞﾝﾄｽﾀｯﾌ・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ等

杉内博幸 第14回熊本県身体障害者スポーツ大会（卓球部門）ボランティア

杉内博幸 第35回火の国杯争奪九州障害者卓球大会ボランティア

杉内博幸 平成27年度熊本県身体障害者福祉センター身体障害者交流会ボランティア

古閑公治 ふれあいフェスタinほくぶ健康測定スタッフ

嶋田かをる ふれあいフェスタinほくぶ健康検査学生指導

正代清光 城北小学校健康チェックスタッフ

松本珠美 熊本市および熊本県臨床検査技師会熊本市民健康フェスティバルスタッフ

松本珠美 一般社団法人日本臨床衛生検査技師会全国検査と健康展スタッフ

三村孝俊 地域連携委員会城北小学校区秋祭りスタッフ

亀山広喜 熊本県臨床細胞学会子宮がん啓蒙イベント実務委員

永田和美 第14回熊本県身体障害者スポーツ大会（卓球部門）ボランティア

永田和美 福祉センター交流会イベント補助

永田和美 北区いきいき健康まつり学生ボランティアの補助

野中喜久 フードパルフェスタ2014健康チェックボランティア

田邊香野 北部ふれあいフェスタ健康測定スタッフ

田邊香野 井芹川大清掃への参加

山鹿敏臣 フードパル健康チェックスタッフ

羽田野花美 熊本市立西里小学校PTA西里っ子ひびら祭りスタッフ

末永芳子 城北小学校秋祭り　「ふれあいの日」スタッフ

徳永郁子 フードパルフェスタ血圧測定

坂本淑江 熊本県看護協会健康相談・健康チェック

船越和美 ふれあいフェスタinほくぶ実行委員会健康測定スタッフ

井上加奈子 北部ふれあいフェスタ健康測定スタッフ

村瀬美香 井芹川大清掃への参加

申敏哲 一般人のためのハングル講座ハングル講座講師

木村伊津子 熊本市医療保健福祉連合会熊本市シティFM健康サロンコーナー出演「楽しく！脳トレ」

木村伊津子 西里小学校西里小学校ひびら祭りスタッフ

野尻明子 社会福祉法人　くわのみ荘オレンジカフェ（認知症カフェ）ボランティア

池嵜寛人 Step upフェスティバル準備委員、当日スタッフ

岩村健司 熊本県言語聴覚士会子どもサポートNET保育士などへの発達障害に関する相談対応

髙橋  徹 韓国国会議員、NGO関係者に対する講演「有毒シアノバクテリア大発生問題・・・諌早湾の事例」

竪野眞紀子 熊本市西里子育て支援センター　ベビーマッサージを指導する学生への助言・支援

竪野眞紀子 熊本市北部東校区子育て応援隊プレパパ・ママ教室　沐浴指導する学生への助言・支援

田口昭子 熊本県助産師会熊本市健康フェスティバル　看護職の進路相談対応
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氏名 その他

古閑公治 熊本保健科学大学同窓会連合大同窓会　実行委員

古閑公治 熊本保健科学大学医学検査学科　同窓会常任評議員

正木孝幸 日本臨床検査同学院二級試験監督責任者

正木孝幸 日本臨床検査同学院緊急検査技師試験監督責任者

正木孝幸 熊本保健科学大学医学検査同窓会常任評議員・評議員

嶋田かをる 熊本障害者職業センター平成27年度熊本発達障害者雇用支援連絡会議オブザーバー

寺本弘二 公益財団法人日本適合性認定協会ＩＳＯ15189による検査室審査（６施設）

三村孝俊 熊本保健科学大学医学検査学科同窓会評議員・常任理事

岩瀬裕子 熊本県立菊池高等学校模擬講義

大澤早苗 熊本大学医学部保健学科同窓会理事

徳永郁子 JICAマレーシア国別研修受け入れ

山元総勝 日本メディックス歩行計測ソフト「Therapist Tool」の考案、監修

申敏哲 大学コンソーシアム熊本大学コンソーシアム熊本の韓国語パンフレット作成

鏑木誠 熊本市熊本市住宅改造介護支援員

佐川佳南枝 立教大学社会福祉研究所特任研究員

益満美寿 西里校区グランドゴルフ協会健康測定会の開催・実施、グランドゴルフ大会ボランティア

益満美寿 熊本県立荒尾高等学校出前講義講師

益満美寿 鹿児島県立錦江湾高等学校出前講義講師

益満美寿 熊本県立御船高等学校出前講義講師

岩下夏岐 JICAJICAボランティア支援企業、団体向け雑誌クロスロードの取材

岩下夏岐 熊本OT県士会北ブロック症例報告会の企画等

佐々木千穂 SMA家族の会医療アドバイザー

岩村健司 熊本市民病院言語聴覚部門開設支援

髙橋徹 瑞穗漁協低塩分海水調査

竹永和典 米国物理学会査読付き学術雑誌「Phsical Review D」のレフリー登録

岩井学 熊本県バレーボール協会評議員

岩井学 熊本市北部地区バレーボール協会常任理事
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