
平成29(2017)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 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 科学研究費委員会 専門委員

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　

安部眞一 学校法人銀杏学園 理事・評議員　

安部眞一 熊本大学顧問

池田勝義 日本臨床化学会 評議員・教育委員会委員長・クオリティマネジメント専門委員会委員長・あり方委員会委員

池田勝義 日本臨床検査自動化学会 評議員・科学技術委員会委員長・編集委員会委員

池田勝義 日本臨床検査医学会 評議員・標準化委員会委員

池田勝義 日本生物試料分析科学会 理事・編集委員会委員

池田勝義 日本臨床衛生検査技師会 認定資格協議会委員・認定精度保証管理検査技師制度審議会委員長

池田勝義 九州精度管理研究会 生化学部門解析委員

池田勝義 九州遺伝子診断研究会 世話人

正木孝幸 日本臨床微生物学会 研修施設認定委員

正木孝幸 日本臨床微生物学会 評議員

正木孝幸 九州耐性菌ネットワーク 幹事

川口辰哉 日本血液学会 評議員

川口辰哉 日本血液学会 造血器腫瘍ガイドライン委員

川口辰哉 日本血液学会 新TARGET委員

川口辰哉 日本化学療法委員会 評議員

川口辰哉 日本化学療法委員会 抗微生物薬適正使用推進検討委員会委員

川口辰哉 日本環境感染学会 災害時感染制御検討委員会委員



川口辰哉 日本PNH研究会 理事

川口辰哉 PNH Frontier (専門誌）編集委員

古閑公治 熊本県臨床検査技師会 理事

古閑公治 日本臨床検査学教育協議会理事・調査研究委員会委員長

南部雅美 日本臨床細胞学会 国際交流委員会委員

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 評議員

南部雅美 日本臨床細胞学会 九州連合会理事

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 日本臨床細胞学会九州連合会雑誌査読委員

南部雅美 熊本県臨床検査技師会査読委員

野崎周英 熊本大学公正研究推進会議委員

野崎周英 崇城大学遺伝子組換え委員会委員

松原朱實 日本臨床検査自動化学会評議員 査読委員,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（ISO 15189 上席主任審査員，技術審査員）

安楽健作 日本臨床検査学教育学会 評議員

寺本弘二 公益財団法人日本適合性認定協会 技術審査員

野中喜久 熊本県臨床検査技師会 常務理事

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

渡辺雄一 熊本留学生交流推進会議 運営委員

北里眞弓 熊本県看護協会西支部 運営委員

藤野みつ子 日本看護管理学会 評議員

藤野みつ子 日本看護管理者制度委員会委員

森　みずえ 日本感染看護学会 評議員

森　みずえ 平成29年度熊本県看護教員継続教育研修会実行委員

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 九州・沖縄小児看護教育研究会 幹事

大澤早苗 熊本大学医学部看護学科同窓会 理事

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 健康保険組合連合会 熊本連合会委員

土井　篤 日本運動器疼痛学会 評議員

飯山準一 日本温泉気候物理医学会 理事,編集委員長,評議員

飯山準一 polish journal of rehabilitation research scientific board

申敏哲 Journal of Exercise Rehabilitation Editor

申敏哲 話して見よう韓国語熊本大会委員長

松原誠仁 熊本県理学療法士協会北ブロック 学術部長

與座嘉康 熊本県理学療法士協会 専門領域部呼吸循環副班長

陣上修一 熊本県体育協会医科学委員会トレーナー部会員

陣上修一 熊本県ハンドボール協会 理事

陣上修一 日本ハンドボール協会強化部医事専門委員会 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 リハビリテーション教育評価機構評価委員

田中　聡 日本学術振興会書面審査委員・評価員



野尻明子 熊本県作業療法士会 理事

爲近岳夫 日本作業療法士協会 演題査読委員

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・研修委員

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

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

橋本宜子 日本脳神経看護研究学会 理事

橋本宜子 日本ニューロサイエンス看護学会 評議員

橋本宜子 日本脳神経看護研究学会 認定看護師活動推進委員

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 「臨床検査学教育」 副編集委員長

嶋田かをる 日本臨床検査学教育協議会 「臨床検査学教育」 編集委員

氏名 学会・研修会での役割

安部眞一 九州三学会熊本地区委員

川口辰哉 熊本県感染管理ネットワーク事務局（技術支援本部代表）

川口辰哉 日本血液学会プログラム企画委員会委員

南部雅美 第58回日本臨床細胞学会総会　英語示説「 Lymphoma」　座長

南部雅美 第59回日本臨床細胞学会総会　示説 「骨・軟部」　座長

南部雅美 第74回細胞検査士教育セミナー　教育講演座長

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

北里眞弓 平成29年度熊本県看護研究学会 座長

藤野みつ子 日本看護管理学会学術集会　一般演題査読員

藤野みつ子 日本看護管理学会学誌　平成29年度投稿原稿査読員

森　みずえ 第2回国際保健科学シンポジウム 看護セッション座長

恒松佳代子 日本フォレンジック看護学会第4回学術集会・査読委員,実行委員

井上加奈子 教育実践を研究にするためのワークショップ

井上加奈子 日本教師学学会第19回大会　分科会A省察（リフレクション）座長

荒木善光 熊本市北区「いきいき未来のつどい」実行委員・企画委員

飯山準一 第82回日本温泉気候物理医学会総会・学術集会　一般演題座長

申敏哲 TOPIK韓国語能力試験熊本地方運営員

野尻明子 全国ディケア大会座長

橋本宜子 日本脳神経看護研究学会座長

橋本宜子 日本ニューロサイエンス看護学会査読員

橋本宜子 脳卒中リハビリテーション看護の将来を考える会企画運営責

橋本宜子 日本脳神経看護研究学会九州地方部会主催研修企画運営

飯山有紀 日本老年看護学会 第23回学術集会企画委員

氏名 講師（他大学の非常勤講師含まず）

髙濱和夫 垂水医療セミナー特別講演会講師

池田勝義 ISO 15189研修会「京都」講師

池田勝義 熊本県臨床検査技師会研修会講師

池田勝義 宮城県臨床検査技師会　臨床検査研修会講師

池田勝義 国立大学病院検査部会議特別講演会講師

池田勝義 私立医科大学病院検査部技師長会議特別講演会講師

池田勝義 ISO 15189研修会「福島」講師



池田勝義 第40回鹿児島県医師会臨床検査精度管理調査研修会講師

池田勝義 第4回臨床検査セミナーin島根特別講演会講師

川口辰哉 第3回高知県感染症・免疫研究会 特別講演

川口辰哉 第34回福岡県病院薬剤師会感染制御研修会 特別講演

南部雅美 消化器内視鏡技師認定制度医学講習会特別講演会講師

南部雅美 病理細胞部門研修会講師

野崎周英 国際協力機構「ウイルス肝炎対策セミナー」講師

松原朱實 日本臨床検査学教育協議会：模擬試験問題作成

松原朱實 ISO15189受審に向けて ～基礎知識と意識改革～ 国立病院機構熊本医療センター：講師

松原朱實 ISO15189受審に向けて ～準備段階：書類など～ 国立病院機構熊本医療センター検査部勉強会：講師

松原朱實 ISO 15189 : 2012年版 －基礎知識と受審内容について－ ニットボーメディカル株式会社　社内講演会：講師

亀山広喜 熊本県臨床衛生検査技師会一般研究班月例会講演会講師

多久島寛孝 平成29年度第40回 熊本県医療法人協会看護部長会 看護研究発表会講師

中村京子 名桜大学ＳＤ研修会講師

藤野みつ子 鹿児島県看護協会川薩地区かたらん会研修会の講師

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

藤野みつ子 日本看護管理学会学術集会 発表群座長

藤野みつ子 第19回日本救急看護学会学術集会シンポジウム座長

藤野みつ子 第2回滋賀医科大学特定行為フォーラムパネルディスカッション座長

飯山準一 第10回有明摂食嚥下研究会 講師

飯山準一 平成29年度日本温泉気候物理医学会温泉療法医会 九州地区研修会

飯山準一 第15回日本予防医学会学術総会 シンポジスト

山元総勝 3カ国（日本・台湾・韓国）合同ワークショップ講師

山元総勝 日本PNF学会 中級講習会講師

山元総勝 日本PNF学会 上級講習会講師

與座嘉康 熊本県理学療法士協会 呼吸循環セミナー講師

與座嘉康 熊本県理学療法士協会 吸引セミナー講師

陣上修一 南関町スポーツ指導者認定制度に伴う講習会講師

中原和美 第21回聖マリア病院リハビリテーションカンファレンス講演会講師

野尻明子 第8回終末期緩和ケア作業療法研究会年次研修会講師

野尻明子 九州地域アートマネジメント研修会講師

永友真紀 熊本県難聴・言語障がい研究会10月例会講師

永友真紀 障害児通所支援事業所 ボンボン MaMa's BonBon講演会講師

永友真紀 熊本市立碩台幼稚園 ことばの教室勉強会講師

松原慶吾 熊本県言語聴覚士会 南部ブロック勉強会講師

松原慶吾 第44回熊本緩和ケアカンファレンス講演会講師

松原慶吾 第38回熊本神経難病研究会講演会講師

飯山有紀 脳卒中リハビリテーション看護の将来を考える会講演会講師

飯山有紀 公益財団法人　宮崎県看護協会研修会講師

飯山有紀 日本脳神経看護研究学会　九州地方部会セミナー講師

飯山有紀 日総研出版公開研修会（東京）講師

飯山有紀 日総研出版公開研修会（福岡）講師

飯山有紀 訪問看護ステーションみやま研修会講師

飯山有紀 国立病院機構熊本医療センター　公開看護セミナー講師

飯山有紀 介護付き有料老人ホームつどいの杜研修会講師

飯山有紀 一般社団法人福岡慢性期医療協会特別講演会講師



飯山有紀 琉球大学医学部付属病院特別講演会講師

飯山有紀 日本老年看護学会研修会講師

飯山有紀 第8回終末期緩和ケア作業療法研究会年次大会講演会講師

氏名 社会活動

楢原真二 熊本保健科学大学ふれあい出前講座講師（山ノ内校区2町内健峰会）

池田勝義 熊本県・熊本市精度管理専門委員

川口辰哉 熊本県感染管理ネットワーク　事務局（技術支援本部代表）

川口辰哉 熊本院内感染対策研究会（事務局）

川口辰哉 熊本臨床微生物ネットワーク研究会代表世話人

川口辰哉 医療法人桜十字病院 倫理審査委員会外部委員長

川口辰哉 熊本ルーマニア協会 理事

古閑公治 熊本保健科学大学　保健科学部　医学検査学科　同窓会常任評議員

正木孝幸 熊本県・熊本市精度管理専門委員

正木孝幸 熊本県保健環境研究所 外部評価委員

正木孝幸 熊本県東陵高校 出前講義

松原朱實 肥後銀行女子陸上部医科学支援プロジェクト（早朝採血など）

矢野正人 Bio-protocol査読委員（Reviewer board）

寺本弘二 琵琶湖セミナー（自動呼吸機能研究会）副会長

野中喜久 熊本県臨床検査技師会　常務理事

羽田野花美 高校生を対象とした模擬授業・出前講義

羽田野花美 病院の看護職員を対象とした看護研究の講師

北里眞弓 社会医療法人芳和会菊陽病院研究指導

北里眞弓 熊本整形外科病院事例検討指導

森みずえ 熊本県看護教育機関協議会委員

中村京子 熊本県看護協会保健師職能委員

渡邉敏之 西日本骨関節疾患懇話会幹事

荒尾博美 熊本リハビリテーション病院　看護研究指導

岩瀬裕子 高校生を対象とした模擬授業

岩村純子 熊本リハビリテーション病院　看護研究指導

大澤早苗 高校生を対象とした模擬授業・出前講義（尚絅高校）

大澤早苗 地域連携事業　城北校区「ふれあいの日」健康測定スタッフ

大澤早苗 地域連携事業　ふれあいフェスタinほくぶ　健康測定スタッフ

大澤早苗 熊本県看護協会「まちの保健室」ボランティア活動

大澤早苗 純真学園大学紀要論文（査読）

徳永郁子 JICA マレーシア国別ＥＰＰ｢高齢者に対する健康管理」

徳永郁子 JICA マレーシア国別ＥＰＰ｢高齢者に対する健康管理」

山口裕子 熊本県看護教育機関協議会　教育・研修担当リーダー

井上加奈子 熊本県看護協会「まちの保健室」ボランティア活動

井上加奈子 宮崎県立日向高校出前授業

太田光紀 熊本県民主医療機関連合会「看護研究」講義及び研究指導

大坪昌喜 国立病院機構 菊池病院研究指導

大坪昌喜 地域連携事業 城北校区「ふれあいの日」健康測定スタッフ

大坪昌喜 地域連携事業 ふれあいフェスタinほくぶ　健康測定スタッフ

大坪昌喜 日本精神科看護協会熊本県支部 研究論文発表会コメンテーター

坂本淑江 熊本県看護協会「まちの保健室」ボランティア活動

坂本淑江 鹿児島県立鹿児島南高等学校出前授業



坂本淑江 熊本県看護研究学会抄録選考委員

戸渡洋子 熊本市北区役所管内地域成人保健研修会「いきいき未来のつどい」シンポジウム

戸渡洋子 熊本市高齢者支援センターささえりあ北部　地域運営協議会・協議体会議

戸渡洋子 西里校区健康づくり委員会

戸渡洋子 西里校区自治協議会運営委員会

戸渡洋子 西里子育てネットワークすいれん　事務局

戸渡洋子 西里校区社会福祉協議会　認知症徘徊声かけ模擬訓練

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「実習指導の実際（成人看護）」講師

吉野清美 高校生を対象とした出前授業（阿蘇中央高校）

吉野清美 高校生を対象とした出前授業（御船高校）

吉野清美 第12回医療業界就職説明会くまもと　静脈血採血実習指導講師

吉野清美 第27回ふれあいフェスタin北部 情熱ステージ審査員

角マリ子 特別養護老人ホーム夏祭り　ボランティア活動

角マリ子 まちかど栄養糖尿病予防健康相談 スタッフ

角マリ子 まちかど栄養糖尿病予防健康相談 スタッフ

角マリ子 ふれあいフェスタinほくぶ 健康チェックスタッフ

角マリ子 筑後糖尿病療養指導士会会員

角マリ子 出前授業

村瀨美香 認知症キャラバンメイト登録

土井　篤 熊本保健科学大学ふれあい出前講座講師（障がい者ビジネススクール）

飯山準一 polish journal of rehabilitation research scientific board

山元総勝 熊本保健科学大学ふれあい出前講座講師（生協くまもと暮らしの助け合い会）

山元総勝 熊本保健科学大学ふれあい出前講座講師（和会）

山元総勝 熊本保健科学大学ふれあい出前講座講師（横手の会）

山元総勝 熊本保健科学大学ふれあい出前講座講師（熊本市ふれあい文化センター）

山元総勝 熊本保健科学大学ふれあい出前講座講師（芦原婦人会）

山元総勝 熊本保健科学大学ふれあい出前講座講師（いきいきサロンきずな会）

山元総勝 熊本保健科学大学ふれあい出前講座講師（熊本県椎茸農業協同組合）

山元総勝 熊本保健科学大学ふれあい出前講座講師（子育てサークルクローバー）

山元総勝 熊本保健科学大学ふれあい出前講座講師（社会福祉協議会西区事務所）

山元総勝 熊本保健科学大学ふれあい出前講座講師（障がい者ビジネススクール）

山元総勝 熊本保健科学大学ふれあい出前講座講師（岡三証券株式会社熊本支店）

山元総勝 熊本保健科学大学ふれあい出前講座講師（山ノ内校区2町内健峰会）

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 熊本摂食嚥下リハビリテーション研究会事務局長

申敏哲 話して見よう韓国語熊本大会委員長, 韓国語能力試験運営委員, Journal of Exercise Rehabilitation Editor

申敏哲 大学教職員・社会人の為のハングル教室運営

山野克明 九州理学療法士・作業療法士合同学会 演題査読委員

安田大典 第14回熊本作業療法学会　演題査読

野尻明子 作業療法士の学習会「生活塾」代表

野尻明子 熊本終末期作業療法勉強会「ためんなる」　代表

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 第14回熊本作業療法学会　演題査読

野尻明子 日本作業療法士協会 演題査読委員

野尻明子 日本作業療法士協会 事例登録制度査読委員

野尻明子 益城中学校　職業講和講師



益満美寿 一般社団法人 熊本県作業療法士会 会員

益満美寿 一般社団法人 熊本県作業療法士会 学術部部員（学術支援アドバイザー・査読）

吉田真理子 西里校区健康づくり委員会委員

吉田真理子 熊本県民カレッジ サテライト宇土教室　講師「シワは幸せの証　～脳トレで脳のシワを増やすばい～」

吉村友希 熊本県作業療法士会　会員

岩下夏岐 JOCVリハビリテーションネットワーク会員

岩下夏岐 NPO法人環境ネットワークくまもと 賛助会員

岩下夏岐 熊本県作業療法士協会 災害対策室スタッフ

岩下夏岐 熊本保健科学大学ふれあい出前講座講師（横手の会）

岩下夏岐 熊本保健科学大学ふれあい出前講座講師（上近見長寿会）

岩下夏岐 熊本保健科学大学ふれあい出前講座講師（華陽会）

岩下夏岐 熊本保健科学大学ふれあい出前講座講師（託麻原校区6町内福祉部）

小薗真知子 熊本県地域リハビリテーション支援センター運営委員会委員

小薗真知子 熊本県医療・保健・福祉団体理事

小薗真知子 熊本県言語聴覚士会会長

小薗真知子 熊本市医療団体専門連合会理事

小薗真知子 熊本県高次脳機能障害検討委員会委員

小薗真知子 熊本市介護調査審議会委員

小薗真知子 熊本県地域リハビリテーション推進協議会委員

小薗真知子 熊本保健科学大学ふれあい出前講座講師（熊本きくじゅ会）

小薗真知子 熊本保健科学大学ふれあい出前講座講師（託麻原校区6町内福祉部）

小薗真知子 熊本保健科学大学ふれあい出前講座講師（植木大和地区社会福祉協議会）

小薗真知子 熊本保健科学大学ふれあい出前講座講師（日吉中学校文化厚生委員会）

小薗真知子 熊本保健科学大学ふれあい出前講座講師（熊本市立清水小学校特別支援学級）

小薗真知子 熊本保健科学大学ふれあい出前講座講師（熊本市教育委員会）

小薗真知子 熊本保健科学大学ふれあい出前講座講師（熊本市立東町中学校PTA）

小薗真知子 熊本保健科学大学ふれあい出前講座講師（障がい者ビジネススクール）

小薗真知子 熊本保健科学大学ふれあい出前講座講師（熊本県森林組合連合会）

小薗真知子 熊本保健科学大学ふれあい出前講座講師（熊本市立田原小学校学校保健委員会）

大塚裕一 ボランティアグループ北部東「ひまわりかい」学習担当講師

大塚裕一 くまもと臨床音楽療法研究会アドバイザー

大塚裕一 熊本県失語症友の会連合会 相談役

大塚裕一 熊本県言語聴覚士会 失語症会話パートナー講座 アドバイザー

大塚裕一 熊本言語聴覚研究会 代表

宮本恵美 熊本県言語聴覚士会 理事

宮本恵美 熊本県言語聴覚士会 事業部部員

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 熊本NST研究会 世話人

宮本恵美 くまもと言語聴覚研究会 副代表

宮本恵美 PEGケアカンファレンス熊本 世話人

池嵜寛人 熊本県言語聴覚士会会員

池嵜寛人 九州ブロック赤十字病院リハビリテーション学会

池嵜寛人 熊本県言語聴覚士会 理事

池嵜寛人 熊本県言語聴覚士会 事務局長

岩村健司 宇城地区ことばときこえの相談会・講演会　相談員

岩村健司 熊本市民病院言語聴覚部門開設準備および臨床業務および運営支援



岩村健司 熊本県言語聴覚士会 子どもサポートネットメンバー

岩村健司 Project Title：Project for Development of Human Resources Working with Children with Intellectual Disability in Thailand

岩村健司 おがた小児科内科における言語聴覚療法支援

岩村健司 自閉症およびADHD親の会研修会活動の支援

兒玉成博 熊本県言語聴覚士会 会員

永友真紀 ゆるっとまるっとつながろう～くまもとコミュニケーション支援グループ～メンバー

東谷孝一 九州大学哲学会 理事

向井良人 社団法人熊本県看護協会　認定看護管理者教育課程ファーストレベル「課題レポートの書き方」講師

向井良人 社団法人熊本県看護協会「准看護師のためのレポートの書き方」研修会講師

向井良人 社団法人熊本県看護協会　実習指導者講習会「レポートの書き方」講師

竪野眞紀子 熊本母性衛生学会会員

竪野眞紀子 熊本母性衛生学会理事

原田なをみ 熊本県母性衛生学会会員

中村実穂 熊本県母性衛生学会　会員

橋本宜子 脳卒中リハビリテーション看護の将来を考える会

橋本宜子 日本脳神経看護研究学会九州地方部会長

飯山有紀 日本脳神経看護研究学会九州地方部会事務局

嶋田かをる 日本学生相談学会会員

嶋田かをる 日本教育カウンセリング学会会員

嶋田かをる 日本教育カウンセラー協会会員

嶋田かをる 日本臨床衛生検査技師会会員

嶋田かをる 熊本県臨床衛生検査技師会会員


