
- 387 -

高知県医療審議会委員名簿

平成 30 年３月 12 日現在

※ 敬称略、会長及び副会長を除き五十音順

氏 名 所属・役職名 備 考

岡林 弘毅 高知県医師会 会長 会 長

岡﨑 誠也 高知県市長会 会長 副 会 長

野嶋 佐由美 高知県立大学 学長 副 会 長

池田 洋光 高知県町村会 会長

小田切 泰禎 高知県社会福祉協議会 会長

刈谷 隆明 高知県医師会 常任理事

楠瀬 耕作 高知県保険者協議会 会長

倉本 秋 高知医療再生機構 理事長

佐々木 香代子 高知県連合婦人会 会長

竹村 晴光 高知県医師会 副会長

筒井 典子 人・みらい研究所 代表

西森 康夫 高知県薬剤師会 会長

野村 和男 高知県歯科医師会 会長

久 直史 高知県医療法人協会 会長

細木 秀美 日本病院会高知県支部 支部長

宮井 千惠 高知県看護協会 会長

山下 元司 高知県精神保健福祉協会 理事

横山 彰仁 高知大学医学部附属病院 院長

渡辺 秀一 高知県保育士会 副会長
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高知県医療審議会保健医療計画評価推進部会委員名簿

平成 29 年 12 月 31 日現在

※ 敬称略、会長を除き五十音順

氏 名 所属・役職名 備 考

安田 誠史 高知大学医学部 公衆衛生学 教授 会 長

内田 泰史 高知県介護老人保健施設協議会 会長

上村 直人 高知大学医学部精神科（高知県認知症疾患医療センター）

吉川 清志 全国自治体病院協議会高知県支部 支部長

須藤 康彦 高知県精神科病院協会 会長

田中 誠 全日本病院協会高知県支部 支部長

田村 精平 高知県医師会 理事

近森 淳二 病院・診療所事務長協議会 副会長

筒井 典子 人・みらい研究所 代表

寺田 茂雄 高知県医師会 常任理事

豊島 知章 高知県老人福祉施設協議会 理事

中澤 宏之 高知県土佐長岡郡医師会 会長

野嶋 佐由美 高知県立大学 学長

野並 誠二 日本慢性期医療協会高知県支部 支部長

野村 圭介 高知県歯科医師会 専務理事

濵田 龍太郎 高知県保険者協議会 副会長

久 直史 高知県医療法人協会 会長

福田 善晴 高知県有床診療所協議会 会長

細木 秀美 日本病院会高知県支部 支部長

堀 洋子 ダグ建築設計工房 代表

堀岡 広稔 高知県薬剤師会 専務理事

堀川 俊一 高知市保健所 所長

宮井 千惠 高知県看護協会 会長
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高知県医療審議会医療従事者確保推進部会委員名簿

平成 29 年 12 月 31 日現在

※ 敬称略、会長及び副会長を除き五十音順

氏 名 所属・役職名 備 考

竹村 晴光 高知県医師会 副会長 会 長

宮井 千惠 高知県看護協会 会長 副 会 長

大串 文隆 国立病院機構高知病院 院長

岡﨑 誠也 高知県市長会 会長

川井 和哉 近森病院 副院長

吉川 清志 高知医療センター 病院長

倉本 秋 高知医療再生機構 理事長

相良 祐輔 高知地域医療支援センター長

佐野 正幸 本山町立国保嶺北中央病院 院長

野嶋 佐由美 高知県立大学 学長

野村 和男 高知県歯科医師会 会長

浜口 伸正 高知赤十字病院 院長

横山 彰仁 高知大学医学部附属病院 病院長



- 390 -

高知県がん対策推進協議会委員名簿

平成 29 年 12 月 31 日現在

※ 敬称略、会長及び副会長を除き五十音順

氏 名 所属・役職名 備 考

小林 道也
高知大学医学部附属病院
がん治療センター長

会 長

石黒 成人 高知県医師会 常任理事高 副 会 長

岩田 耕三 高知県歯科医師会 常務理事

大串 文隆 国立病院機構高知病院 院長

小椋 和之
遺族代表（特定非営利活動法人がんと共に

生きる会） 副会長

小笠原 正 高知県理学療法士協会 副会長

上岡 教人 幡多けんみん病院 副院長

志磨 信子
患者代表（乳がん術後者の会いぶき会）

副会長

谷田 信行 高知赤十字病院 診療部長

西岡 明人 高知医療センター がんセンター長

原 一平
特定非営利活動法人高知緩和ケア協会

理事長

久川 浩章 高知大学医学部小児思春期医学教室 准教授

松浦 喜美夫 いの町立国民健康保険仁淀病院 院長

宮井 千惠 高知県看護協会 会長

安岡 しずか
高知県訪問看護ステーション連絡協議会

副会長

安岡 佑莉子
家族代表（一般社団法人高知がん患者支援

推進協議会） 理事長

矢野 光 高知県薬剤師会 常務理事

山崎 健一郎 高知県総合保健協会 中央健診センター長
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高知県脳卒中医療体制検討会議委員名簿

平成 29 年 12 月 31 日現在

※ 敬称略、会長を除き五十音順

氏 名 所属・役職名 備 考

寺田 茂雄 高知県医師会 常任理事 会 長

上羽 哲也 高知大学医学部脳神経外科学教室 教授

内田 泰史 高知県介護老人保健施設協議会 会長

江口 康隆 高知市消防局警防課 救急救助係長

河野 威 高知県赤十字血液センター 所長

島田 力 高知県歯科医師会 理事

芝 弘美 高知県介護支援専門員連絡協議会 副会長

田上 豊資 高知県中央東福祉保健所 所長

西田 香利
高知県回復期リハビリテーション病棟連絡会

副会長

西村 裕之 幡多けんみん病院 脳神経外科部長

野並 誠二 高知県慢性期医療研究会 会長

林 悟 近森病院 脳神経外科部長

日野 工 高知県理学療法士会 理事

堀川 俊一 高知市保健所長

宮本 寛 高知県リハビリテーション研究会 会長

森本 雅徳 もみのき病院 名誉院長
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高知県心血管疾患医療体制検討会議委員名簿

平成 29 年 12 月 31 日現在

※ 敬称略、会長を除き五十音順

氏 名 所属・役職名 備 考

川井 和哉 近森病院 循環器科主任部長 会 長

江口 康隆 高知市消防局 警防課警防主幹

北岡 裕章 高知大学 老年病・循環器内科学教授

小松 洋文 高知県幡多福祉保健所 保健監

近藤 史明 高知赤十字病院 第二内科部長

竹村 晴光 高知県医師会 副会長

西田 武司 高知医療センター 救命救急センター長

西山 謹吾
高知赤十字病院救命救急センター長兼

救急部長

根岸 正敏 近森病院 救命救急センター長

古野 貴志 あき総合病院 副院長

細木 信吾 高知医療センター 循環器内科長

矢部 敏和 幡多けんみん病院 循環器科診療部長



- 393 -

高知県糖尿病医療体制検討会議委員名簿

平成 29 年 12 月 31 日現在

※ 敬称略、会長を除き五十音順

氏 名 所属・役職名 備 考

藤本 新平
高知大学医学部 内分泌代謝・腎臓内科

教授
会 長

有澤 ゆかり 高知県栄養士会 常務理事

石黒 成人 高知県医師会 常任理事

池田 幸雄 高知記念病院 糖尿病内科部長

上原 由美 高知県保険者協議会 保険事業部会委員

末廣 正 高知高須病院 糖尿病内科部長

菅野 尚
高知医療センター 集学診療部長兼

代謝内分泌科長

高松 和永 高松内科クリニック 院長

津田 道子 高知県医師会 地域保健委員会委員

寺田 典生
慢性腎臓病（ＣＫＤ）対策連絡協議会 会長

（高知大学医学部 教授）

中村 寿宏 細木病院 総合内科部長・糖尿病センター長

西岡 政道 高知県歯科医師会 理事

秦 菅 高知県看護協会 常任理事

福永 一郎 高知県安芸福祉保健所 所長

堀岡 広稔 高知県薬剤師協会 専務理事

吉永 恵子 高知赤十字病院 看護部長

吉本 幸生 高知赤十字病院 診療部長・第六内科部長
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高知県保健医療計画精神疾患分野検討会委員名簿

平成 29 年 12 月 31 日現在

※ 敬称略、会長及び副会長を除き五十音順

氏 名 所属・役職名 備 考

須藤 康彦 高知県精神科病院協会 会長 会 長

中澤 宏之 高知県医師会 常任理事 副 会 長

伊藤 高 高知県精神神経科診療所協会 会長

下寺 信次 高知大医学部 准教授

杉本 雅史
高知県精神障害者地域生活支援施設連絡会
役員

住友 芳美 高知県相談支援専門員協会 会長

豊田 誠 高知市保健所 副所長

中山 智子 日本精神科看護協会高知支部 支部長

福永 一郎 高知県健康政策部 健康対策課長

宮本 彰 高知県精神保健福祉士協会 会長

山﨑 正雄 高知県精神保健福祉センター 所長

山下 元司
高知医療センター
副院長兼こころのサポートセンター長
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高知県救急医療協議会委員名簿

平成 29 年 12 月 31 日現在

※ 敬称略、会長及び副会長を除き五十音順

氏 名 所属・役職名 備 考

岡林 弘毅 高知県医師会 会長 会 長

山本 治 高知県健康政策部 部長 副 会 長

臼井 隆 田野病院 院長（安芸郡医師会 会長）

大串 文隆 国立病院機構高知病院 院長

加志﨑 万蔵 高知県救急医療情報センター 理事長

吉川 清志
高知医療センター 病院長

（高知県医師会理事）

小松 和英 南国市消防本部 消防長

酒井 浩一 高知県危機管理部 部長

髙井 祐介 高知県消防長会 会長（高知市消防局長）

竹内 正志 高幡消防組合消防本部 消防長

竹村 晴光 高知県医師会 副会長

橘 壽人 幡多けんみん病院 院長

田村 精平 須崎くろしお病院 院長（高知県医師会理事）

近森 正康 近森病院 院長

長野 修
高知大学医学部

災害・救急医療学講座特任教授

西田 武司 高知医療センター 救命救急センター長

西山 謹吾
高知赤十字病院副院長兼

救命救急センター長

野並 誠二 高知県医師会 常任理事

前田 和哉 幡多中央消防組合消防本部 消防長

松本 龍二 安芸市消防本部 消防長
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高知県救急医療協議会救急医療体制検討専門委員会委員名簿

平成 29 年 12 月 31 日現在

※ 敬称略、会長を除き五十音順

氏 名 所属・役職名 備 考

野並 誠二 高知県医師会 常任理事 会 長

井川 直樹 田野病院 脳神経外科部長

内海 善夫 愛宕病院 病院長

片岡 由紀子 幡多けんみん病院 麻酔科部長

田村 精平 須崎くろしお病院 院長

長野 修
高知大学医学部附属病院

災害・救急医療学講座特任教授

西田 武司 高知医療センター 救命救急センター長

西山 謹吾
高知赤十字病院

副院長兼救命救急センター長

根岸 正敏 近森病院 救命救急センター長

濱田 伸一 くぼかわ病院 外科医長

福山 充俊 国立病院機構高知病院 副救急部長

前田 博教 あき総合病院 院長



- 397 -

高知県周産期医療協議会委員名簿

平成 29 年 11 月 30 日現在

※ 敬称略、会長及び副会長を除き五十音順

氏 名 所属・役職名 備 考

藤枝 幹也 高知大学医学部小児思春期医学講座 教授 会 長

前田 長正 高知大学医学部産科婦人科学講座 教授 副 会 長

石黒 成人  高知県小児科医会会長・高知県医師会常任理事 副 会 長

濱脇 弘暉 高知県産婦人科医会 会長 副 会 長

阿部 孝典 高知赤十字病院 小児科部長

池上  信夫
高知大学医学部附属病院

周産母子センター准教授

岡田 眞尚 あき総合病院 産婦人科部長

吉川 清志 高知医療センター 病院長

近藤 肇 ＪＡ高知病院 副院長

関   正節 高知県看護協会 助産師職能委員長

髙橋 芳夫 国立病院機構高知病院 小児科医長

滝川 稚也 国立病院機構高知病院 婦人科医長

中田 裕生 高知医療センター 小児科長

中野 祐滋 幡多けんみん病院 産婦人科部長

濵口 理恵 高知県助産師会 会長

林  和俊
高知医療センター

総合周産期母子医療センター長

平野 浩紀 高知赤十字病院 第一産婦人科部長

本淨 謹士 ＪＡ高知病院 小児科医長

前田 明彦 幡多けんみん病院 小児科部長

前田 賢人 あき総合病院 小児科部長

松下 憲司 高知大学医学部附属病院 周産母子センター講師

宮井 千惠 高知県看護協会 会長



- 398 -

高知県小児医療体制検討会議委員名簿

平成 29 年 12 月 31 日現在

※ 敬称略、会長を除き五十音順

氏 名 所属・役職名 備 考

藤枝 幹也
高知大学医学部 小児思春期医学講座

教授
会 長

阿部 孝典 高知赤十字病院 第二小児科部長

石黒 成人 高知県小児科医会 会長

刈谷 好孝 高知県小中学校長会 会長

川上 浩一郎 川上小児科クリニック院長

武市 知己 国立病院機構高知病院 小児科医長

谷脇 のぞみ
高知大学教育学部附属幼稚園副園長

高知県国公立幼稚園会研究部長

筒井 典子 人・みらい研究所代表

西内 律雄 高知医療センター 小児科部長

弘田 恵子 めぐみ保育園長

堀川 俊一 高知市保健所長

本淨 謹士 JA 高知病院 小児科医長

前田 明彦 幡多けんみん病院 小児科部長

前田 賢人 あき総合病院 小児科部長

宮井 千惠 高知県看護協会 会長

森畑 東洋一 もりはた小児科院長
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高知県在宅医療体制検討会議委員名簿

平成 29 年 12 月 31 日現在

※ 敬称略、会長を除き五十音順

氏 名 所属・役職名 備 考

寺田 茂雄 高知県医師会 常任理事 会 長

阿部 恭宜 高知県薬剤師会 理事

内田 泰史 高知県介護老人保健施設協議会 会長

公文 理賀 本山町地域包括支援センター 所長

崎岡 雅仁 高知県歯科医師会 副会長

芝 弘美 高知県介護支援専門員連絡協議会 副会長

田上 豊資 高知県中央東福祉保健所 所長

辻 美知子 高知県医療ソーシャルワーカー協会 理事

宮井 千惠 高知県看護協会 会長

宮野 伊知郎 高知大学医学部 講師

森下 安子 高知県立大学看護学部 教授

安岡 しずか
高知県訪問看護ステーション連絡協議会

副会長

山村 栄一 日本慢性期医療協会 前理事

和田 忠志 全国在宅療養支援診療所連絡会 理事

堀川 俊一 高知市保健所 所長 オブザーバー
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※ 敬称略、議長及び副議長、参与員を除き五十音順

氏 名 所属・役職名 備 考

岡林 弘毅 高知県医師会 会長 議 長

北村 龍彦 高知県医師会 常任理事 副 議 長

山本 治 高知県健康政策部 部長 副 議 長

加志﨑 万蔵 高知県救急医療情報センター 理事長

吉川 清志
高知県基幹災害拠点病院

（高知医療センター）病院長

髙井 祐介 高知県消防長会 会長

髙木 秀樹 高知県警察本部 警備部 災害対策課長

武内 孝幸 高知県町村会 常務理事

田中 宏治 高知県危機管理部 副部長

長野 修
高知大学医学部 災害・救急医療学講座 特任

教授

野並 誠二 高知市医師会 副会長

野村 和男 高知県歯科医師会 会長

弘瀨 優 高知県市長会 事務局長

宮井 千惠 高知県看護協会 会長

山下 紘一 高知県薬剤師会 副会長

柚村 誠 日本赤十字社高知県支部 事業推進課長

井原 則之 社会医療法人近森会近森病院 救急科部長 参与員

西田 武司 高知医療センター 救命救急センター長 参与員

西山 謹吾
高知赤十字病院

副院長・救命救急センター長・救急部長
参与員
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平成 29 年 12 月 31 日現在

※ 敬称略、会長及び副会長を除き五十音順

氏 名 所属・役職名 備 考

長野 修
高知大学医学部災害・救急医療学講座

特任教授
会 長

北村 龍彦 高知県医師会 常任理事 副 会 長

井原 則之 社会医療法人近森会近森病院 救急科部長

宇賀 四郎 高知県災害医療対策中央東支部会議

国吉 宣俊 高知県災害医療対策高知市支部会議

秦 菅 高知県看護協会 常任理事

田村 章 高知県災害医療対策中央西支部会議

田村 精平 高知県災害医療対策高幡支部会議

西田 武司 高知医療センター 救命救急センター長

西森 健二 高知県赤十字血液センター 供給課長

西山 謹吾 高知赤十字病院 副院長兼救急部部長

野村 圭介 高知県歯科医師会 専務理事

前田 博教 高知県災害医療対策安芸支部会議

松谷 拓郎 高知県災害医療対策幡多支部会議

宮村 充彦 高知県病院薬剤師会 会長

柚村 誠 日本赤十字社高知県支部 事業推進課長


