
平成28(2016)年度社会活動報告
氏名 役員・委員

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　理事長・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 日本私立大学協会教育学術充実協議会委員

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 熊本大学経営協議会委員

﨑元達郎 熊本大学COC+外部評価委員

﨑元達郎 熊本大学顧問

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 済生会熊本病院地域医療支援病院運営委員

﨑元達郎 熊本県医療審議会委員

髙濱和夫 熊本機能病院臨床研究審査委員会外部委員

高濱和夫 熊本大学産学連携研究員・客員教授

高濱和夫 科学研究費委員会専門委員

高濱和夫 くまもと文学・歴史館友の会世話人

高濱和夫 日本咳嗽研究会世話人

高濱和夫 排尿障害モデル動物研究会世話人

高濱和夫 日本薬理学会名誉会員

高濱和夫 日本緩和医療薬学会名誉会員

高濱和夫 日本精神神経薬理学会評議員

高濱和夫 学校法人銀杏学園理事・評議員

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学術委員

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）

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 日本臨床検査同学院 主任試験者
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古閑公治 熊本県臨床検査技師会（理事,学術副部門長）

古閑公治 日本臨床検査学教育協議会評議員

南部雅美 日本臨床細胞学会（評議委員,国際交流委員会幹事）

南部雅美 日本臨床細胞学会 細胞検査士会（幹事,国際委員長）

南部雅美 日本臨床細胞学会 細胞検査士会 50周年記念事業実行委員会事業部長

南部雅美 日本臨床細胞学会 第56回日本臨床細胞学会終期大会 プログラム委員

野崎周英 崇城大学遺伝子組換え外部委員

野崎周英 熊本大学公正研究推進会議外部委員

野崎周英 熊本市北区武蔵ヶ丘自治会総務広報役員

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

菊池　亮 日本検査血液学会評議委員

嶋田かをる 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 日本臨床検査学教育協議会 「臨床検査学教育」 副編集委員長

寺本弘二 自動呼吸機能研究会世話人

寺本弘二 熊本県臨床検査技師会学術委員

寺本弘二 公益財団法人日本適合性認定協会 技術審査員

松本珠美 一般社団法人熊本県臨床検査技師会副会長

松本珠美 健康食品管理士会九州支部幹事

松本珠美 日本臨床検査同学院 臨床検査士資格認定試験実行委員

三村孝俊 古町小学校 講演,健康チェック

亀山広喜 日本消化器内視鏡技師国家資格推進委員

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

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

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務理事

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）

中村京子 全国保健師教育機関協議会（国試対策委員,震災プロジェクト委員）

中村京子 熊本市北区役所まちづくり懇話会副委員長

藤野みつ子 日本看護協会専門看護師制度委員

藤野みつ子 日本医療安全機構医療事故調査・支援センター個別調査部会員

荒尾博美 熊本県看護協会平成28年度熊本県看護研究学会委員

荒尾博美 日本看護研究学会評議員

荒尾博美 熊本県看護協会教育委員会委員

大澤早苗 第17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

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
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戸渡洋子 健康保険組合連合会熊本連合会委員

戸渡洋子 熊本市西里校区自治協議会健康まちづくり委員

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

戸渡洋子 地域包括支援センター地域運営協議会委員

船越和美 日本看護協会論文選考委員

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会則委員

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,評議員

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

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

鏑木　誠 熊本県理学療法士協会教育部臨床実習教育班員

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

安田大典 リハビリテーション教育評価機構評価委員

佐川佳南枝 日本作業療法協会編集委員

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,SV

佐川佳南枝 九州M-GTA研究会会長

田中　聡 日本学術振興会書面審査委員

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評議員

小薗真知子 日本言語聴覚士協会生涯学習部運営委員

小薗真知子 日本音声言語医学会審議員

小薗真知子 日本神経心理学会評議員

小薗真知子 全国リハ学校協会監事

小薗真知子 熊本県高次脳機能障害検討委員

小薗真知子 熊本県立熊本聾学校学外評議員

大塚裕一 熊本県言語聴覚士会監事

大塚裕一 日本高次脳機能障害学会教育研修会研修指導

大塚裕一 熊本摂食・嚥下研究会運営委員

大塚裕一 熊本県言語聴覚士会紀要編集委員長

大塚裕一 くまもと言語聴覚研究会代表

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 日本言語聴覚士協会代議員

宮本恵美 熊本NST研究会世話人
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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

渡辺雄一 熊本留学生交流推進会議運営委員

安部眞一 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構第２期国立大学法人等教育研究評価員

安部眞一 熊本大学顧問

安部眞一 学校法人銀杏学園理事・評議員

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

岩井　学 日本ロレンス協会編集委員長

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

橋本宜子 日本ニューロサイエンス看護学会評議員・査読委員

橋本宜子 託麻台リハビリテーション病院倫理委員

竹熊千晶 熊本県土木部建築課熊本県開発審査会委員

竹熊千晶 熊本市高齢介護福祉課熊本市地域密着型サービス運営委員会委員長

竹熊千晶 看護協会くまもと訪問看護ステーションサポートセンター運営委員

竹熊千晶 一般社団全国ホームホスピス協会理事

竹熊千晶 NPO老いと病いの文化研究所われもこう代表理事

竹熊千晶 熊本市西1地域包括支援センター地域運営協議会員

氏名 学会・研修会での役割

杉内博幸 日本臨床化学会 第56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 熊本県臨床検査技師会誌査読員

楢原真二 九州臨床検査精度管理研究会免疫部門座長

原田幸一 日本臨床検査学教育学会学会誌 「臨床検査学教育」 査読員

正木孝幸 日本臨床微生物学会評議員

松原朱實 日本臨床検査学教育学会学会誌 「臨床検査学教育」 査読員

古閑公治 第48回熊本医学検査学会実行委員（学会総務部長）

南部雅美 日本臨床細胞学会 第56回日本臨床細胞学会終期大会 Global Asia Forum 座長

南部雅美 The International Federation of Biomedical Laboratory Science 座長

南部雅美 日本臨床細胞学会九州連合 編集委員会代表幹事

菊池　亮 熊本県臨床検査技師会主催輸血検査実技講習会講師

亀山広喜 九州消化器内視鏡技師会第 69 回九州消化器内視鏡技師研究会実務委員

亀山広喜 日本臨床細胞学会細胞検査士50周年記念事業実行委員

亀山広喜 日本消化器内視鏡技師会第2・3回集中医学講義実務委員

亀山広喜 日本臨床細胞学会第55回日本臨床細胞学会実務委員

亀山広喜 熊本県臨床検査技師会尿沈渣研修会実務委員

亀山広喜 九州臨床検査技師会一般検査卒後セミナー実務委員

野中喜久 熊本県医療・保健・福祉団体協議会受付

藤野みつ子 日本看護管理学会（評議員,査読委員）

藤野みつ子 ＮＰＯ法人淡海かいつぶりセンター理事

藤野みつ子 第47回日本看護学会・看護教育―学術集会シンポジウム座長

大澤早苗 平成28年度熊本県看護研究学会査読
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恒松佳代子 熊本大学大学院生命科学研究部生命倫理学分野臨床倫理集中講座 AtoZ（熊本）運営スタッフ

船越和美 日本看護学会論文選考委員

井上加奈子 日本教師学学会第18回大会分科会座長

村瀨美香 日本ケアマネジメント学会実行スタッフ

渡辺雄一 日本言語テスト学会監査委員

村瀨美香 天草郡市連携研修会 研修総括

飯山準一 第37回温泉療法医教育研修会講師

飯山準一 第81回日本温泉気候物理医学会総会・学術集会座長

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 九州理学療法士・作業療法士合同学会座長

岩下佳弘 第52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2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学術担当

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

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　※前年度に掲載有り

山野克明 第18回日本医療マネジメント学会座長

山野克明 九州医学哲学・倫理学会総会議長

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座長

山野克明 熊本県作業療法士会熊本市北ブロック事例報告会座長

安田大典 第50回日本作業療法学会座長

安田大典 日本作業療法学会演題査読委員

安田大典 九州PTOT合同学会2016査読委員

安田大典 第59回OT全国研修会座長

野尻明子 熊本県作業療法士会第１3回熊本作業療法学会座長

野尻明子 終末期・緩和ケア作業療法研究会第7回研究会年次研修会座長

益満美寿 熊本県作業療法士会第13回熊本県作業療法学会座長

森本誠司 熊本県作業療法士会特別支援教育研修会座長

森本誠司 日本感覚統合学会査読委員

森本誠司 九州PTOT合同学会2016査読委員

岩下夏岐 第59回作業療法全国研修会会場運営ボランティア

池嵜寛人 第30回言語発達障害研究会座長

岩村健司 熊本県言語聴覚士会子どもサポートNETメンバー

松原慶吾 日本言語聴覚士協会全国研修会実行委員

橋本宜子 日本脳神経看護研究学会大会長

飯山有紀 日本老年看護学会 第23回学術集会企画委員

竹熊千晶 日本看護研究学会九州地方会学会企画

竹熊千晶 日本家族看護学会 論文査読

氏名 講師（他大学の非常勤講師含まず）

楢原真二 矢部広域病院講演会講師

亀山広喜 熊本県臨床検査技師会一般研究班月例会講師

田邊香野 熊本大学保健学科検査技術科学専攻キャリアパス講演会

堀　律子 熊本県看護協会看護学生実習指導者講習会
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北里眞弓 熊本県民主医療機関連合会講師・研究指導

北里眞弓 熊本整形外科病院看護部看護理論研修講師、看護研究指導

多久島寛孝 熊本県医療法人協会看護部長会看護研究発表の講評

中村京子 九州大学ＦＤ研修会講師

藤野みつ子 愛知看護協会平成28年度認定看護管理者教育課程　サードレベル研修講師

藤野みつ子 公立学校共済組合関東中央病院　看護管理研修講師

藤野みつ子 学研ナーシング　サポートセミナー講師

藤野みつ子 熊本機能病院看護部コーチンング研修会講師

渡邉敏之 ひむき保育園出前講義

荒尾博美 熊本リハビリテーション病院看護研究指導

荒尾博美 熊本県消防学校講師

荒尾博美 熊本県看護協会実習指導者講習会講師

岩瀬裕子 宇城総合病院看護研究指導

末永芳子 宮崎県立日向高校出前講義

徳永郁子 国立療養所菊池恵楓園看護研究指導

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

大坪昌喜 熊本学園大学付属高等学校出前講義

岩村純子 熊本リハビリテーション病院看護研究指導

岩村純子 菊池恵楓園看護研究指導

高島　利 佐賀県立佐賀北高等学校出前講義

恒松佳代子 鹿児島高校出前講義

船越和美 慶誠高等学校出前講義

船越和美 熊本県看護協会 看護学生実習指導者講習会講師

吉野清美 第10・11回医療業界就職説明会採血指導

井上加奈子 菊池恵楓園看護研究指導

太田光紀 熊本県民主医療機関連合会講師・研究指導

村瀨美香 熊本県立熊本西高等学校出前講義講師

久保高明 日本作業療法士協会専門作業療法士取得研修講師

久保高明 熊本県理学療法士協会熊本市東ブロック連携研修会講師

與座嘉康 熊本県理学療法士協会主催第7回吸引セミナー講師

與座嘉康 熊本県理学療法士協会主催第13回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臨床指導,講師

鏑木　誠 熊本県理学療法士協会新人教育プログラム講師

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 朝日野総合病院勉強会講師

鏑木　誠 ドイツ筋骨格医学会日本アカデミー講師

陣上修一 山江村教育委員会運動部活動・スポーツ指導者講習会講師

陣上修一 熊本県理学療法士協会テーピング講習会講師

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 日本作業療法士協会認定作業療法士取得研修会講師,研究アドバイザー

山野克明 熊本県作業療法士会平成28年度学術支援アドバイザー会議講師

山野克明 熊本県作業療法士会研究倫理研修会講師
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山野克明 熊本県理学療法士協会職業倫理セミナー講師

山野克明 熊本県作業療法士会現職者共通研修会講師

山野克明 熊本県理学療法士協会第11回臨床実習教育研修会講師

山野克明 宮崎県立高鍋高等学校出前講座講師

安田大典 宮崎県立日南高校出前講座講師

安田大典 熊本市立必由館高校出前講座講師

安田大典 大津高校出前講座講師

野尻明子 熊本県作業療法士会現職者選択研修講師

野尻明子 鹿児島県作業療法士会第２８回鹿児島県作業療法学会セミナー講師

野尻明子 日本作業療法士協会第58・59回作業療法全国研修会講師

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 朝日野総合病院院内研修会講師

益滿美寿 熊本県立東稜高等学校出前講義講師

益滿美寿 鹿児島県立錦江湾高等学校出前講義講師

益滿美寿 熊本県立熊本西高等学校出前講義講師

森本誠司 熊本市児童発達支援事業療育支援

森本誠司 児童発達支援事業ひまわりクラブ療育支援

森本誠司 NPO法人えんぱ療育支援

森本誠司 児童発達支援事業ラエタの家療育支援

森本誠司 児童発達支援事業れんがの家療育支援

森本誠司 児童発達支援事業かぼちゃンクラブ療育支援

森本誠司 入所支援施設ひばり～ヒルズOT支援

森本誠司 入所支援施設恵みの聖母の家OT支援

森本誠司 児童発達支援センターなかよし広場療育支援

森本誠司 人吉市保育連盟 感覚統合療法に関する講演会講師

森本誠司 熊本市西里保育所職員勉強会助言者

森本誠司 熊本県作業療法士会特別支援教育に関する研修会講師

小薗真知子 熊本県青色申告会ふれあい出前講座講師

小薗真知子 熊本県生涯学習推進センターキャンパスパレア講師

小薗真知子 熊本県難聴言語学級教員研修会夏季研修講座講師

小薗真知子 玉名市広域消防局職員研修会講師

小薗真知子 福岡みらい病院職員研修会講師

小薗真知子 熊本県立熊本商業高等学校全校生徒・教員研修会講師

小薗真知子 JICAタイ国医療福祉職員への講演会講師,指導

小薗真知子 学習障害児特別支援教育士会特別研修会講師

小薗真知子 熊本県人工内耳の会研修会講師

小薗真知子 熊本県立宇土高校進路学習会講師

小薗真知子 熊本県山鹿市教育委員会生涯学習講座講師

小薗真知子 沖縄県デイサービスくばのは市民公開講座講師

大塚裕一 熊本市災害時ボランティア育成研修会講師

大塚裕一 くまもと言語聴覚研究会講演会講師

大塚裕一 一般社団法人福岡県言語聴覚士会講演会講師

大塚裕一 第6回日本言語聴覚士会九州地区学術集会教育講演会講師
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池嵜寛人 デイサービスみうら勉強会講師

岩村健司 JICAタイ国医療福祉職員への講演会講師,指導

岩村健司 須崎くろしお病院STミニ講座講師

岩村健司 玉名,人吉地区子どもサポートNET研修会講師

宮本恵美 長寿の里デイサービス摂食嚥下障害研修会講師

宮本恵美 食べて話してつながろう中央区応援隊災害時におけるボランティアの育成研修会講師

宮本恵美 熊本県医療法人協会栄養士部会講演講師

宮本恵美 熊本県理学療法士協会熊本市東ブロック連携研修会講師

髙橋　徹 韓国環境運動連合釜山支部「韓国大河川のアオコ汚染問題」講演会講師

髙橋　徹 日本自然保護協会自然観察指導員講習会講師

髙橋　徹 横島・河内漁協合同学習会「有明海異変の今」講師

髙橋　徹 日本自然保護協会 海の生きもの自然観察会講師

東谷孝一 国立大学法人熊本大学平成26年度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

渡邊淳子 熊本市教育センター講演会講師

渡邊淳子 明治学園中等高校講演会講師

渡邊淳子 放送大学熊本学習センター講演会講師

竪野眞紀子 熊本県看護協会　看護学生実習指導者講習会講師

飯山有紀 株式会社Life訪問看護ステーションみやま口演会講師

飯山有紀 日本老年看護学会　平成28年度認知症看護対応力向上研修会講師

飯山有紀 福岡県慢性期医療協会主催看護師のための認知症ケア講座講師

飯山有紀 泗水中央薬局 講演会講師

竹熊千晶 看護協会くまもと講習会講師

竹熊千晶 宇土中央クリニック研究指導

竹熊千晶 城北高校講演会講師

竹熊千晶 徳之島高校出前講義講師

佐々木千穂 合志市社会福祉協議会非常勤講師

佐々木千穂 筑波記念会非常勤講師

佐々木千穂 茨城県指定地域リハビリテーション研修推進支援センター講演会講師

佐々木千穂 障がい者支援センター「れんがの家」職員研修会講師

佐々木千穂 熊本市教育委員会研修会講師

氏名 一般市民対象イベントスタッフ・ボランティア等

野崎周英 「インフルエンザの予防」講演会（熊本市北区武蔵ヶ丘自治会）講師

杉内博幸 熊本県社会福祉事業団 平成28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

三村孝俊 ふれあいフェスタinほくぶ 実行委員会健康チェック

三村孝俊 ＭＵＳＡＳＨＩ会イベント 健康チェック

三村孝俊 田底校区あるけあるけ大会 健康チェック

徳永郁子 フードパルフェスタ健康チェック

大坪昌喜 フードパルフェスタ血圧測定

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

村瀨美香 ＭＵＳＡＳＨＩ会イベント 健康チェック
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飯山準一 ＭＵＳＡＳＨＩ会イベント 市民公開講座講師

申　敏哲 職人と一般人のためのハングル講座講師

申　敏哲 熊本地震避難所のボランティア活動

鏑木　誠 熊本県理学療法士協会いきいき未来のつどい予防指導

陣上修一 熊本県ハンドボール協会国際親善試合スタッフ

陣上修一 日本ハンドボール協会全国クラブ選手権スタッフ

陣上修一 日本ハンドボール協会ジャパンカップスタッフ

野尻明子 社会福祉法人くわのみ荘介護予防教室（サンデー）、オレンジカフェボランティア

岩下夏岐 日本臨床美術協会会場運営ボランティア

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

氏名 その他

正木孝幸 熊本機能病院ICT委員

正木孝幸 熊本機能病院感染委員会

古閑公治 熊本保健科学大学医学検査学科同窓会会計部門

松原朱實 日本適合性認定協会 ISO審査員（上席主任審査員,技術審査員）

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

松本珠美 熊本保健科学大学医学検査学科同窓会副会長

三村孝俊 熊本保健科学大学医学検査学科同窓会評議員

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

堀　律子 熊本信愛女学院高校進路ガイダンス

大澤早苗 熊本大学医学部保健学科同窓会理事

村瀨美香 日本プライマリ学会ＰＣＡＴ活動

鏑木　誠 熊本市熊本市住宅改造介護支援員

鏑木　誠 都道府県対抗女子駅伝大会の熊本県選抜チーム フィジカル・コンディショニングレクチャ－講師

陣上修一 熊本県体育協会パーソナルトレーナー事業高校総体競泳競技帯同

陣上修一 熊本県体育協会国民体育大会競泳競技帯同

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 都道府県対抗女子駅伝大会の熊本県選抜チーム メンタル・コンディションレクチャ－講師

森本誠司 コスモスキャンプ実行委員長

森本誠司 三輪書店作業療法ジャーナル編集同人

岩下夏岐 熊本作業療法士会熊本市北ブロック研修会開催補助等

岩下夏岐 独立行政法人国際協力機構キャリア相談

山口康雄 熊本県総合保健センター熊本県市町村乳癌検診

髙橋　徹 「有明海異変」報道記者レクチャー

橋本宜子 日本看護協会 認知症看護分野普及活動

飯山有紀 日本老年看護学会 平成28年度生涯学習支援研修ファシリテーター

佐々木千穂 SMA家族の会医療アドバイザー
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