
－205－

参　考

福井県医療審議会委員名簿
（敬称略）

分　　野 所　　属 委　員　名 備　　考

医療を提供
する立場の者

福井県医師会長 大　中　正　光 会　　長

福井県医師会副会長 奥　村　雄　外

福井県医師会副会長 池　端　幸　彦

福井県医師会理事 末　松　哲　男

福井県歯科医師会長 齊　藤　愛　夫

福井県薬剤師会長 廣　部　　　満

福井県看護協会長 石　丸　美千代

福井県精神科病院協会長 松　原　六　郎

福井大学医学部附属病院長 和　田　有　司

福井県立病院長 山　本　信一郎

福井赤十字病院長 野　口　正　人

福井県済生会病院長 田　中　延　善

市立敦賀病院長 米　島　　　學

杉田玄白記念公立小浜病院長 吉　田　治　義

受 療 者
代 表

福井県市長会長 東　村　新　一

福井県町村会長 杉　本　博　文

健康保険組合連合会福井連合会長 伊　東　忠　昭

福井県連合婦人会長 田　村　洋　子

福井県老人クラブ連合会長 坂　野　良　治

学 識
経 験 者

福井県立大学教授 寺　島　喜代子

福井新聞論説委員 北　島　三　男
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参　考

福井県医療審議会　専門部会委員名簿

脳卒中医療体制検討部会	 （五十音順　敬称略）

氏　　名 所属・職 備　　考

新　家　信　行 福井県歯科医師会理事

宇　野　英　一 福井県済生会病院脳神経外科主任部長 座　　長

菊　田　健一郎 福井大学医学部脳脊髄神経外科部長

木　多　眞　也 福井県立病院脳神経外科主任医長

小　林　康　孝 福井総合病院ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科部長

波多野　武　人 福井赤十字病院脳神経外科部長

広　瀬　真　紀 福井県医師会理事

山　村　　　修 福井大学医学部地域医療推進講座講師

急性心筋梗塞医療体制検討部会	 （五十音順　敬称略）

氏　　名 所属・職 備　　考

青　山　隆　彦 福井県立病院循環器内科主任医長

廣　瀬　龍　吉 福井県医師会理事

前　野　孝　治 福井県済生会病院循環器部長

水　野　清　雄 福井県循環器病院副院長 座　　長

吉　田　博　之 福井赤十字病院循環器科部長

李　　　鍾　大 福井大学保健管理センター教授

糖尿病医療体制検討部会	 （五十音順　敬称略）

氏　　名 所属・職 備　　考

笈　田　耕　治 福井中央クリニック内科部長

奥　村　　　忠 福井県眼科医会会長

坂　井　健　志 福井県医師会理事

高　橋　貞　夫 福井大学医学部講師

夏　井　耕　之 福井赤十字病院内科部長

番　度　行　弘 福井県済生会病院内科部長

宮　崎　良　一 藤田記念病院長

山　本　有一郎 福井県歯科医師会専務理事

若　杉　隆　伸 福井県立病院健康診断センター長 座　　長
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参　考

精神疾患医療体制検討部会	 （五十音順　敬称略）

氏　　名 所属・職 備　　考

大　代　典　子 あわら市健康長寿課課長補佐

岡　本　章　宏 嶺南病院理事長

奥　村　雄　外 福井県医師会副会長

貴　志　英　生 貴志医院院長

東　間　正　人 福井大学医学部精神医学教室　准教授

堀　江　　　端 三精病院副院長

松　原　六　郎 福井県精神科病院協会会長 座　　長

松　本　壽江子 福井県精神障害者福祉サービス事業所連絡協議会副会長

村　田　哲　人 福井県立病院こころの医療センター長

小児医療体制検討部会	 （五十音順　敬称略）

氏　　名 所属・職 備　　考

大　嶋　勇　成 福井大学医学部病態制御医学講座小児科学教授

大　中　正　光 福井県医師会長 座　　長

加　藤　英　治 福井県済生会病院副院長

高　瀬　恵一郎 福井県こども療育センター所長

谷　口　義　弘 福井赤十字病院小児科部長

津　田　英　夫 福井県立病院小児科主任医長

橋　本　剛太郎 福井県小児科医会副会長

原　　　慶　和 杉田玄白記念公立小浜病院小児科医長

春　木　伸　一 福井県小児科医会長

救急・災害医療体制検討部会	 （五十音順　敬称略）

氏　　名 所属・職 備　　考

上　田　隆　夫 福井県立病院救命救急センター長

大　森　啓　子 杉田玄白記念公立小浜病院救急総合診療科医長

杉　浦　良　啓 市立敦賀病院副院長

田　邉　　　毅 福井赤十字病院麻酔科部長兼救急部長

塚　本　政　敏 福井市消防局長

寺　澤　秀　一 福井大学医学部地域医療推進講座教授 座　　長

長　谷　光　雄 福井県医師会理事

藤　澤　克　憲 福井県済生会病院外科部長

前　川　彰　男 福井県歯科医師会常務理事
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参　考

在宅医療体制検討部会	 （五十音順　敬称略）

氏　　名 所属・職 備　　考

池　端　幸　彦 福井県医師会副会長 座　　長

木　村　哲　也 福井大学医学部附属病院救急部長

木　村　嘉　明 福井県薬剤師会常務理事

谷　　　一　彦 福井県済生会病院ホスピス所長

中　村　伸　一 おおい町名田庄診療所長

丹　尾　由紀子 福井県介護支援専門員協会副会長

堀　口　朋　美 福井赤十字病院地域医療連携課看護師長　

山　口　早　苗 福井県訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ連絡協議会長

山　本　有一郎 福井県歯科医師会専務理事
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参　考

福井県医療審議会専門部会に相当する委員会等委員名簿

がん対策推進計画策定委員会	 （敬称略）

氏　　名 所属・職 備　　考
武　田　孝　之 県立病院健康診断センター 座　　長
上　田　孝　典 福井大学医学部長（血液・腫瘍内科教授）
山　本　信一郎 福井県立病院長
田　中　延　善 福井県済生会病院長
野　口　正　人 福井赤十字病院長
半　田　裕　二 国立病院機構福井病院長
海　崎　泰　治 福井県がん診療連携協議会がん登録部会委員（福井県立病院医師）
松　田　一　夫 ふくい健康の森県民健康センター所長
大　中　正　光 福井県医師会長
大　森　正　男 福井県歯科医師会副会長
石　丸　美千代 福井県看護協会長
奈　良　俊　幸 福井県市長会代表
矢　部　優　子 あわら市健康長寿課保健師
齊　藤　弥　生 ふくいピンクリボンの会運営委員
武　藤　徹一郎 癌研有明病院名誉院長、メディカルディレクター（日本対がん協会副会長） 特別委員

福井県周産期医療協議会	 （五十音順　敬称略）

氏　　名 所属・職 備　　考
安　藤　　　徹 市立敦賀病院小児科部長
岩　井　和　之 福井県立病院小児科医長
大　嶋　勇　成 福井大学医学部病態制御医学講座小児科学教授
坂　後　恒　久 福井県こども療育センター次長
金　嶋　光　夫 福井県済生会病院産婦人科主任部長
島　田　逸　人 福井赤十字病院第１産婦人科部長
末　松　哲　男 福井県医師会理事
塚　本　政　敏 福井県消防長会会長
土　田　　　達 福井県立病院産科・婦人科主任医長
服　部　由　香 杉田玄白記念公立小浜病院産婦人科医長
春　木　伸　一 福井県小児科医会長 座　　長
平　井　慎　一 福井県産婦人科医師連合副会長
宮　下　裕　文 福井健康福祉センター医幹
山　崎　　　洋 市立敦賀病院理事
山　本　　　宝 福井愛育病院長
吉　田　好　雄 福井大学医学部産科婦人科学教授
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参　考

へき地医療計画策定会議	 （敬称略）

氏　　名 所属・職 備　　考

大　中　正　光 福井県医師会長

近　藤　　　貢 福井県歯科医師会常務理事

山　本　信一郎 福井県立病院長 座　　長

布施田　哲　也 公立丹南病院副院長

福　井　　　泉 杉田玄白記念公立小浜病院副院長

中　村　伸　一 全国国民健康保険診療施設協議会福井県支部長

松　井　俊　樹 小浜市健康長寿課長

井　川　鋭　子 大野市健康長寿課長

山本　信一郎（再掲） 福井県へき地医療支援機構代表者

前　田　重　信 福井県へき地医療支援機構専任担当者

内　田　一　彦 福井県地域医療課長
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参　考

地域医療連携体制協議会委員名簿

　　　　福井地域医療連携体制協議会	 （敬称略）
氏　　名 所属・職

加　畑　雅　行 福井市医師会長
山　本　雅　之 福井市医師会理事
山　本　　　誠 福井第一医師会長
坪　田　和　彦 福井市歯科医師会長
篠　田　秀　幸 福井市薬剤師会長
村　北　和　広 福井県立病院副院長
髙　木　治　樹 福井赤十字病院副院長
宇　野　英　一 福井県済生会病院脳神経外科主任部長
山　村　　　修 福井大学医学部地域医療推進講座講師
山　本　みどり 福井市介護保険課長
今　村　静　代 福井市保健センター所長
長谷川　斉　男 永平寺町福祉保健課長

　　　　坂井地域医療連携体制協議会	 （敬称略）

氏　　名 所属・職
藤　田　博　明 坂井地区医師会長
津　谷　　　寛 国立病院機構あわら病院長
汐　見　俊　一 坂井地区医師会理事
新　家　信　行 坂井地区歯科医師会副会長
藤　井　雅　之 福井県薬剤師会坂井支部（在宅担当）
屋　敷　ひめお 木村病院看護部長
北　川　ひで子 坂井地区医師会坂井地区在宅ケアネット
市　川　淳　美 坂井地区訪問看護ステーション代表
田　嶋　神　智 坂井地域リハビリテーション支援センター担当
西　川　伸　治 ケアマネＳＡＫＡＩ会長
笹　井　和　弥 あわら市健康長寿課長
正　藤　露　子 坂井市健康長寿課長
長谷川　まゆみ 坂井地区広域連合介護保険課長

　　　　奥越地域医療連携体制協議会	 （敬称略）

氏　　名 所属・職
山　川　　　秀 大野市医師会長
若　林　正三郎 勝山市医師会長
松　村　　　肇 福井県歯科医師会大野・勝山支部長
河　北　公　孝 福井社会保険病院長
高　井　博　正 高井医院院長
竹　下　治　生 竹下中央内科院長
中　野　美　子 訪問看護ステーション連絡協議会（大野市）代表
田　中　早　苗 訪問看護ステーション連絡協議会（勝山市）代表
齋　藤　隆　英 大野市薬剤師会長
山　内　波　恵 勝山市薬剤師会長
岸　名　良　重 奥越ケアマネジャー連絡会長
下　河　育　太 大野市副市長
松　村　誠　一 勝山市副市長
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参　考

　　　　丹南地域医療連携体制協議会	 （敬称略）

氏　　名 所属・職
土　屋　雅　之 鯖江市医師会長
多賀谷　正　順 武生医師会長
藤　本　哲　三 丹生郡医師会長
伊　藤　重　二 公立丹南病院長
木　村　知　行 木村病院長
中　村　康　孝 中村病院長
野　尻　正　憲 林病院長
津　向　伸　哉 越前町国民健康保険織田病院長
馬　場　一　彦 馬場医院院長
平　井　雅　道 ひらい医院院長
直　江　祥　明 福井県歯科医師会武生支部長
門　前　淳　子 福井県薬剤師会鯖江支部長
梶　川　民　子 丹南圏域地域リハビリテーション広域支援センター事務局担当
丹　尾　由紀子 丹南ケアマネジャー連絡会代表
冨　山　朝　子 福井県訪問看護ステーション連絡協議会担当
青　山　勇　二 鯖江市長寿福祉課長
五十嵐　　　彰 鯖江市健康課長
高　橋　一　郎 越前市長寿福祉課長
前　田　宏　美 越前市健康増進課長
内　藤　徳　博 池田町保健福祉課長
津　田　尚　弘 南越前町保健福祉課長
渡　辺　きみえ 越前町高齢福祉課長
滝　本　正　美 越前町保健衛生課長

　　　　二州地域医療連携体制協議会	 （敬称略）

氏　　名 所属・職
川　上　　　究 敦賀市医師会長
加　藤　充　朗 三方郡医師会長
猪　原　駿　一 猪原病院長
半　田　裕　二 独立行政法人国立病院機構福井病院長
米　島　　　學 市立敦賀病院長
玉　井　　　顯 敦賀温泉病院長
上　坂　敏　弘 泉ヶ丘病院長
入　江　善　二 レイクヒルズ美方病院長
林　　　信　太 はやし内科胃腸科医院院長
大　門　　　和 福井県医療生活協同組合つるが生協診療所長
長　村　康　央 福井県歯科医師会敦賀支部長
宮　口　広　見 敦賀美方消防組合消防本部消防長
南　　　雅　継 福井県薬剤師会敦賀支部長
角　田　真寿実 福井県訪問看護ステーション連絡協議会副会長
渡　辺　かづ代 福井県介護支援専門員連絡協議会理事
土　屋　尚　樹 敦賀市福祉保健部理事
田　辺　　　隆 敦賀市健康管理センター所長
北　野　義　美 敦賀市介護保険課長
三　谷　博　一 美浜町健康づくり課長
塩　浜　善　美 美浜町福祉課長
小　堀　勝　弘 若狭町健康課長
蓮　本　直　樹 若狭町福祉課長
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参　考

　　　　若狭地域医療連携体制協議会	 （敬称略）

氏　　名 所属・職
吉　井　正　雄 小浜医師会長
吉　田　治　義 杉田玄白記念公立小浜病院長
荒　木　義　智 杉田玄白記念公立小浜病院地域連携室長
三　浦　正　博 社会保険高浜病院長
北　村　浩　一 社会保険高浜病院地域連携室
田　中　経　雄 田中病院長
岡　本　敏　幸 若狭町国民健康保険上中病院長
新　谷　拓　也 おおい町なごみ診療所長
中　村　伸　一 おおい町名田庄診療所長
藤　田　　　毅 福井県歯科医師会若狭支部長
田　中　敬　二 福井県薬剤師会小浜支部長
古　井　　　豊 若狭消防組合消防本部消防長
松　井　俊　樹 小浜市健康長寿課長
松　本　宜　来 高浜町保健課長
治面地　紀　知 おおい町なごみ保健課長
小　堀　勝　弘 若狭町健康課長
蓮　本　直　樹 若狭町福祉課長
細　川　智　洋 若狭ケアマネジャー連絡会長
久　松　すみえ ふらむはぁと訪問看護・リハビリねっと管理者
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参　考

福井県地域医療対策協議会委員名簿
	 （敬称略）

氏　　名 所属・職 備　　考

上　田　孝　典 福井大学医学部長 会　　長

大　中　正　光 福井県医師会長

和　田　有　司 福井大学医学部附属病院長

山　本　信一郎 福井県立病院長

野　口　正　人 福井赤十字病院長

田　中　延　善 福井県済生会病院長

河　北　公　孝 福井社会保険病院長

伊　藤　重　二 公立丹南病院長

半　田　裕　二 国立病院機構福井病院長

吉　田　治　義 杉田玄白記念公立小浜病院長

中　村　伸　一 名田庄診療所長

東　村　新　一 福井県市長会長

杉　本　博　文 福井県町村会長

田　村　洋　子 福井県連合婦人会長




