
　 氏 　 　 名
所 属 ・ 役 職 等  

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

調　漸 調　漸 調　漸　　　　　　　　
松坂　誠應※ 松坂　誠應 松坂　誠應　　　　　

星野　由雅※ 長崎大学理事・副学長（委員長）

松本　幸子 松本　幸子 松本　幸子 堀内　啓子　　　　　松本　幸子 長崎県立大学看護栄養学部看護学科教授
（副委員長）

榊原　隆三 榊原　隆三 榊原　隆三 榊原　隆三 榊原　隆三 長崎国際大学薬学部長（副委員長）

松山　俊文 下川　功 下川　功 下川　功 下川　功 長崎大学医学部長

林　善彦 中山　浩次 中山　浩次 澤瀬　隆 澤瀬　隆 長崎大学歯学部長

中山　守雄 中山　守雄 中山　守雄 黒田　直敬 黒田　直敬 長崎大学薬学部長

上田　成一 大曲　勝久 大曲　勝久 大曲　勝久 田中　一成 長崎県立大学看護栄養学部長

伊藤　憲一 庄山　茂子 庄山　茂子 上村　俊彦 永野　哲也 長崎県立大学情報システム学部長

姫野　勝 姫野　勝 榊原　隆三 榊原　隆三 榊原　隆三 長崎国際大学薬学部長

矢野　捷介 矢野　捷介 矢野　捷介 今村　裕行 今村　裕行 長崎国際大学健康管理学部長

木村　勝彦 木村　勝彦 木村　勝彦 木村　勝彦 木村　勝彦 長崎国際大学副学長・人間社会学部長

濵本　磨毅穂 濵本　磨毅穂 伊東　博隆 伊東　博隆 沢水　清明 長崎県福祉保健部長

早田　篤 早田　篤 早田　篤 早田　篤 本村　克明 長崎市保健所長

田島　弘明 田島　弘明 田島　弘明 松浦　篤美 谷本　圭介 長与町健康保険部長

赤瀬　隆彦 赤瀬　隆彦 赤瀬　隆彦 赤瀬　隆彦 塚元　勝 佐世保市保健福祉部長

宮﨑　長一郎 宮﨑　長一郎 宮﨑　長一郎 宮﨑　長一郎 宮﨑　長一郎 長崎県薬剤師会長

佐々木　均 佐々木　均 佐々木　均 佐々木　均 佐々木　均 長崎県病院薬剤師会長

副島　都志子 副島　都志子 副島　都志子 副島　都志子 副島　都志子 長崎県看護協会長

蒔本　恭 蒔本　恭 蒔本　恭 蒔本　恭 蒔本　恭 長崎県医師会長

許斐　義彦 許斐　義彦 許斐　義彦 許斐　義彦 許斐　義彦 長崎県歯科医師会長

猪野　恵美 猪野　恵美 猪野　恵美 猪野　恵美
山口　とき子※ 山口　とき子 長崎県歯科衛生士会長

塩塚　順 塩塚　順 塩塚　順 塩塚　順 塩塚　順 長崎県理学療法士協会長

沖　英一 沖　英一 沖　英一 沖　英一 沖　英一 長崎県作業療法士会長

田上　由貴子 田上　由貴子 田上　由貴子 田上　由貴子 田上　由貴子 長崎県言語聴覚士会長

吉田　共榮 吉田　共榮 吉田　共榮　　
篠﨑　彰子※ 篠﨑　彰子 篠﨑　彰子 長崎県栄養士会長

小川　睦　 毛利　宣子 毛利　宣子 毛利　宣子 毛利　宣子 長崎県社会福祉士会長

山本　登志之 山本　登志之
有村　俊男※ 有村　俊男 有村　俊男 有村　俊男 長崎県介護福祉士会長

― ― 藤井　卓 藤井　卓 藤井　卓 認定NPO法人長崎在宅Dr.ネット理事長

松坂　誠應 松坂　誠應 田中　悟郎　 田中　悟郎 田中　悟郎 長崎大学医学部保健学科長

中嶋　幹郎 中嶋　幹郎 中嶋　幹郎　 中嶋　幹郎 中嶋　幹郎 長崎大学薬学部教授

※　年度途中の就任

委員名簿
本 部 委 員 会
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　 氏 　 　 名 所 属 ・ 役 職 等  平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度
山之内　孝彰 山之内　孝彰 山之内　孝彰 ― ― 長崎大学医学部医学科（専任教育職員）

西田　涼香 江口　真美 江口　真美
松山　しのぶ※ 松山　しのぶ 竹嶋　順平※ 長崎大学医学部保健学科（専任教育職員）

介田　圭 介田　圭 介田　圭 介田　圭 ― 長崎大学歯学部歯学科（専任教育職員）

荒木　良介 江頭　かの子 江頭　かの子 手嶋　無限※ 手嶋　無限 長崎大学薬学部薬学科（専任教育職員：副委員長）

坂本　仁美 吉原　律子 吉原　律子 吉原　律子※ 吉原　律子 長崎県立大学看護栄養学部看護学科（専任教育職員）

岩下　淳二 岩下　淳二 岩下　淳二 岩下　淳二 岩下　淳二 長崎国際大学薬学部薬学科（専任教育職員）

中嶋　幹郎 中嶋　幹郎 中嶋　幹郎 中嶋　幹郎 中嶋　幹郎 長崎大学薬学部薬学科（委員長）

安武　亨 安武　亨 安武　亨 安武　亨 安武　亨 長崎大学医学部医学科

― 前田　隆浩 前田　隆浩 前田　隆浩 前田　隆浩 長崎大学医学部医学科

楠葉　洋子 楠葉　洋子 楠葉　洋子 楠葉　洋子 楠葉　洋子 長崎大学医学部保健学科

齋藤　俊行 齋藤　俊行 齋藤　俊行 齋藤　俊行 齋藤　俊行 長崎大学歯学部歯学科

永峯　卓哉 永峯　卓哉 永峯　卓哉 永峯　卓哉 永峯　卓哉 長崎県立大学看護栄養学部看護学科

加藤　滋子 駿河　和仁 駿河　和仁 駿河　和仁 駿河　和仁 長崎県立大学看護栄養学部栄養健康学科

前村　葉子 前村　葉子 前村　葉子 前村　葉子 前村　葉子 長崎県立大学情報システム学部情報システム学科

山本　経之 山本　経之 山田　勝士 山田　勝士 小林　秀光 長崎国際大学薬学部薬学科

野村　秀一 野村　秀一 野村　秀一 野村　秀一 野村　秀一 長崎国際大学健康管理学部健康栄養学科

山本　主税 豊島　律 豊島　律 豊島　律 坂本　雅俊 長崎国際大学人間社会学部社会福祉学科

川良　数行 川良　数行 三田　徹 三田　徹 小村　利之 長崎県福祉保健部長寿社会課長

山口　正広 山口　正広 重野　哲 重野　哲 古賀　浩光 長崎県福祉保健部薬務行政室長

吉峯　悦子 南　涼子 南　涼子 南　涼子 南　涼子 長崎市市民局福祉部高齢者すこやか支援課長

小佐々　司 小佐々　司 森川　寛子 森川　寛子 志田　純子 長与町健康保険部健康保険課長

松本　裕成 松本　裕成 松本　裕成 松本　裕成 吉崎　康成 佐世保市保健福祉部医療政策課長

中野　正治 中野　正治 中野　正治 中野　正治　　　　
佐田　悦子※ 佐田　悦子 長崎県薬剤師会常務理事

町田　毅 町田　毅 町田　毅 町田　毅　　　　　
松谷　久※ 松谷　久 長崎県病院薬剤師会副会長

道辻　美佐子 道辻　美佐子 道辻　美佐子 道辻　美佐子 道辻　美佐子 長崎県看護協会在宅支援事業部長

上戸　穂髙 上戸　穂髙 上戸　穂髙 上戸　穂髙　　　　
天本　俊太※ 天本　俊太 長崎県医師会常任理事

吉田　敏 吉田　敏 吉田　敏 吉田　敏 吉田　敏 長崎県歯科医師会理事

平野　淑子 平野　淑子 平野　淑子 平野　淑子　　　　
田中　朝子※ 田中　朝子 長崎県歯科衛生士会専務理事

井手　伸二 井手　伸二 井手　伸二 井手　伸二 井手　伸二 長崎県理学療法士協会副会長

黒木　一誠 黒木　一誠 黒木　一誠 黒木　一誠 黒木　一誠 長崎県作業療法士会理事

戸澤　明美 戸澤　明美 戸澤　明美 戸澤　明美 戸澤　明美 長崎県言語聴覚士会副会長

篠﨑　彰子 篠﨑　彰子 篠﨑　彰子
古谷　順也※ 古谷　順也 古谷　順也　　　　

塩竈　由紀子※ 長崎県栄養士会常務理事

中島　誠司 中島　誠司 中島　誠司 中島　誠司 中島　誠司 長崎県社会福祉士会監事

樫川　恭子 樫川　恭子
畑中　洋樹※ 畑中　洋樹 畑中　洋樹 畑中　洋樹 長崎県介護福祉士会副会長

― ― 詫摩　和彦 詫摩　和彦 詫摩　和彦 認定NPO法人長崎在宅Dr.ネット副理事長

松本　幸子 松本　幸子 松本　幸子 堀内　啓子　　 松本　幸子 長崎県立大学看護栄養学部看護学科

榊原　隆三 榊原　隆三 榊原　隆三 榊原　隆三 榊原　隆三 長崎国際大学薬学部薬学科

※　年度途中の就任

推 進 委 員 会
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　 氏 　 　 名
所 属 ・ 役 職 等  

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

山之内　孝彰 山之内　孝彰 山之内　孝彰 ― ― 長崎大学医学部医学科（専任教育職員）

西田　涼香 江口　真美 江口　真美　　
松山　しのぶ※ 松山　しのぶ 竹嶋　順平※ 長崎大学医学部保健学科（専任教育職員）

介田　圭 介田　圭 介田　圭 介田　圭 ― 長崎大学歯学部歯学科（専任教育職員）

荒木　良介 江頭　かの子 江頭　かの子 手嶋　無限※ 手嶋　無限 長崎大学薬学部薬学科
（専任教育職員：副委員長）

坂本　仁美 吉原　律子 吉原　律子 吉原　律子※ 吉原　律子 長崎県立大学看護栄養学部看護学科
（専任教育職員）

岩下　淳二 岩下　淳二 岩下　淳二 岩下　淳二 岩下　淳二 長崎国際大学薬学部薬学科（専任教育職員）

中嶋　幹郎 中嶋　幹郎 中嶋　幹郎 中嶋　幹郎 中嶋　幹郎 長崎大学薬学部薬学科（委員長）

安武　亨 安武　亨 安武　亨 安武　亨 安武　亨 長崎大学医学部医学科

― 前田　隆浩 前田　隆浩 前田　隆浩 前田　隆浩 長崎大学医学部医学科

楠葉　洋子 楠葉　洋子 楠葉　洋子 楠葉　洋子 楠葉　洋子 長崎大学医学部保健学科

齋藤　俊行 齋藤　俊行 齋藤　俊行 齋藤　俊行 齋藤　俊行 長崎大学歯学部歯学科

永峯　卓哉 永峯　卓哉 永峯　卓哉 永峯　卓哉 永峯　卓哉 長崎県立大学看護栄養学部看護学科

加藤　滋子 駿河　和仁 駿河　和仁 駿河　和仁 駿河　和仁 長崎県立大学看護栄養学部栄養健康学科

前村　葉子 前村　葉子 前村　葉子 前村　葉子 前村　葉子 長崎県立大学情報システム学部情報システム学科

大磯　茂 大磯　茂 大磯　茂 大磯　茂 大磯　茂 長崎国際大学薬学部薬学科

林　俊介 林　俊介 林　俊介 林　俊介 林　俊介 長崎国際大学健康管理学部健康栄養学科

山﨑　久子 山﨑　久子 山﨑　久子 山﨑　久子 山﨑　久子 長崎国際大学人間社会学部社会福祉学科

松本　幸子 松本　幸子 松本　幸子 堀内　啓子　　　　松本　幸子 長崎県立大学看護栄養学部看護学科

榊原　隆三 榊原　隆三 榊原　隆三 榊原　隆三 榊原　隆三 長崎国際大学薬学部薬学科

※　年度途中の就任

運 営 委 員 会
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　 氏 　 　 名
所 属 ・ 役 職 等  

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

吉田　素文 吉田　素文 吉田　素文 吉田　素文 吉田　素文 国際医療福祉大学教授　※1

中村　誠司 中村　誠司 中村　誠司 中村　誠司 中村　誠司 九州大学歯学部教授

丸山　徹 丸山　徹 丸山　徹 丸山　徹 丸山　徹 熊本大学薬学部教授（委員長）

鈴木　志津枝 鈴木　志津枝 鈴木　志津枝 鈴木　志津枝 鈴木　志津枝 神戸市看護大学長

栗原　正紀 栗原　正紀 栗原　正紀 栗原　正紀 栗原　正紀 長崎リハビリテーション病院理事長
（日本リハビリテーション病院施設協会会長）

巴　美樹 巴　美樹 巴　美樹 巴　美樹 巴　美樹 九州女子大学家政学部教授

森　泰一郎 森　泰一郎 森　泰一郎 森　泰一郎 森　泰一郎 学校法人鎮西学院学院長　※2

狭間　研至 狭間　研至 狭間　研至 狭間　研至 狭間　研至 日本在宅薬学会理事長

※1　平成28.4.1より現職
※2　平成28.4.1より役職変更

評 価 委 員 会
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