
●薬学部　オフィスアワー　令和4年度　10月～3月 （2022.10.1現在）

月 火 水 木 金 備考

月 火 水 木 金 備考

英語 教授 足利　　俊彦 14:00-17:00 14:00-17:00
・設定した時間帯以外でも来室可、可能な限り対応する
・メール予約可　ashikaga@hoku-iryo-u.ac.jp

法学 講師 姫嶋　　瑞穂 10:30-16:00 10:30-16:00 11:00-16:00 9:00-16:00
・設定した時間帯以外でも来室可、可能な限り対応する

数学 准教授 原田　　潤平 15:00-17:00 15:00-17:00 15:00-17:00
・設定した時間帯以外でも来室可、可能な限り対応する
・メール予約可　jharada@hoku-iryo-u.ac.jp

物理学 教授 ⾧谷川　敦司 15:00-17:00 14:30-16:00
・設定した時間帯以外でも来室可、可能な限り対応する
・前期は不在のことが多いので、事前にメールで知らせてください
　hasegawa@hoku-iryo-u.ac.jp

教授 鈴木　　一郎 9:00-12:00 13:00-17:00 13:00-17:00
・設定した時間帯以外でも来室可、可能な限り対応する
・メール予約可　isuzuki@hoku-iryo-u.ac.jp

准教授 堀内　　正隆 9:00-11:00 9:00-11:00
・設定した時間帯以外でも来室可、可能な限り対応する
・メール予約可　horiuchi@hoku-iryo-u.ac.jp

情報 教授 二瓶　　裕之 14:00-17:00 14:00-17:00
・設定した時間帯以外でも来室可、可能な限り対応する
・メール予約可　nihei@hoku-iryo-u.ac.jp

生物学 准教授 近藤　　朋子 12:00-16:30 12:00-16:30 12:00-16:30
・設定した時間帯以外でも来室可、可能な限り対応する
・メール予約、問い合わせ可　ktomo@hoku-iryo-u.ac.jp

人間生物学 准教授 新岡　　丈治 9:00-17:00 9:00-17:00 9:00-17:00 11:00-17:00 9:00-17:00
・設定した時間帯以外でも来室可、可能な限り対応する
・不在時はメール問い合わせも可　niiokat@hoku-iryo-u.ac.jp
　（返信は原則として，平日の左記の時間帯に行います）

教授 小林　　健一 13:00-17:00 13:00-17:00 13:00-17:00 13:00-17:00 13:00-17:00
・設定した時間帯以外でも来室可、可能な限り対応する
・メール予約可　kkobayashi@hoku-iryo-u.ac.jp

講師 平山　裕一郎 8:45-12:00 8:45-12:00 8:45-12:00 8:45-12:00 8:45-12:00
・設定した時間帯以外でも来室可、可能な限り対応する
・メール予約可　y-hirayama@hoku-iryo-u.ac.jp

教授 西　　　剛秀 14:00-17:00 14:00-17:00
・設定した時間帯以外でも来室可、可能な限り対応する
・メール予約可　nishi-t@hoku-iryo-u.ac.jp

准教授 山田　　康司 9:00-17:00 9:00-17:00 9:00-17:00 9:00-17:00
・設定した時間帯以外でも来室可、可能な限り対応する

講師 坪郷　　　哲 8:45-17:00 8:45-17:00 8:45-17:00 13:00-17:00 8:45-17:00
・設定した時間帯以外でも来室可、可能な限り対応する

准教授 高上馬　希重 15:00-17:00 15:00-17:00 15:00-17:00 15:00-17:00 15:00-17:00
・設定した時間帯以外でも来室可、可能な限り対応する

講師 金　　　尚永 12:00-17:00 12:00-17:00 12:00-17:00 12:00-17:00 12:00-17:00
・設定した時間帯以外でも来室可、可能な限り対応する
・メールでの問い合わせも可　kim@hoku-iryo-u.ac.jp

助教 野口　由香里 12:00-13:00 12:00-13:00
・設定した時間帯以外でも来室可、可能な限り対応する

教授 青木　　　隆 16:00-18:00 16:00-18:00 16:00-18:00 16:00-18:00 16:00-18:00
・設定した時間帯以外でも来室可、可能な限り対応する
・メール予約、問い合わせ可　aokit@hoku-iryo-u.ac.jp

講師 土田　　史郎 17:00-19:00 17:00-19:00 17:00-19:00 17:00-19:00 17:00-19:00
・設定した時間帯以外でも来室可、可能な限り対応する
・メール予約可　tsuchida@hoku-iryo-u.ac.jp

教授 岡崎　　克則 12:00-12:30 16:00-17:00 12:00-12:30 12:00-12:30
・設定した時間帯以外でも来室可、可能な限り対応する

准教授 大澤　　宜明 15:30-17:00
・設定した時間帯以外でも来室可、可能な限り対応する

助教 森　　　　宏 8:45-18:00 8:45-18:00 8:45-18:00 8:45-18:00 8:45-18:00
・設定した時間帯以外でも来室可、可能な限り対応する

教授 村井　　　毅 13:00-17:00 15:00-17:00
・設定した時間帯以外でも来室可、可能な限り対応する
・メール予約等可　murai@hoku-iryo-u.ac.jp

准教授 佐藤　　浩輔 13:00-16:00 14:00-16:00
・設定した時間帯以外でも来室可、可能な限り対応する
・メール予約等可　ksato@hoku-iryo-u.ac.jp

講師 佐々木　隆浩 13:00-15:00 13:00-15:00
・設定した時間帯以外でも来室可、可能な限り対応する
・メール予約可　tsasaki@hoku-iryo-u.ac.jp

教授 吉村　　昭毅 16:00-18:00 15:00-17:00
・設定した時間帯以外でも来室可、可能な限り対応する
・メール予約可　yosimura@hoku-iryo-u.ac.jp

助教 岡田　　知晃 16:00-17:45 16:00-17:45 16:00-17:45 16:00-17:45 16:00-17:45
・設定した時間帯以外でも来室可、可能な限り対応する
・メール予約可　chiaki@hoku-iryo-u.ac.jp

准教授 北浦　　廣剛 15:00-19:00 15:00-19:00 15:00-19:00 15:00-19:00 15:00-19:00
・設定した時間帯以外でも来室可、可能な限り対応する
・メール予約可　kitaura@hoku-iryo-u.ac.jp

助教 三浦　　桃子 9:00-16:30 9:00-16:30 9:00-16:30 9:00-16:30 9:00-16:30
・設定した時間帯以外でも来室可、可能な限り対応する
・メール予約可　miura@hoku-iryo-u.ac.jp

教授 浜上　　尚也 12:00-13:00 16:00-18:00
・設定した時間帯以外でも来室可、可能な限り対応する
・メール予約可　hamaue@hoku-iryo-u.ac.jp

准教授 小林　　大祐 9:00-12:30 10:00-13:00 10:00-13:00 12:00-16:00 12:00-16:00
・設定した時間帯以外でも来室可、可能な限り対応する
・メール予約可　kobadai@hoku-iryo-u.ac.jp

教授 小島　　弘幸 15:00-17:00 15:00-17:00
・設定した時間帯以外でも来室可、可能な限り対応する
・メール予約可　hirokojima@hoku-iryo-u.ac.jp

准教授 寺崎　　　将 15:00-17:00 15:00-17:00 15:00-17:00 15:00-17:00 15:00-17:00
・設定した時間帯以外でも来室可、可能な限り対応する

助教 窪田　　篤人 15:00-17:00 15:00-17:00 15:00-17:00
・設定した時間帯以外でも来室可、可能な限り対応する
・メール予約可　atsuhito_k@hoku-iryo-u.ac.jp
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教授 栁川　　芳毅 15:40-17:00 15:40-17:00 15:40-17:00 15:40-17:00 15:40-17:00
・設定した時間帯以外でも来室可、可能な限り対応する
・メール対応可　yanagawa@hoku-iryo-u.ac.jp

講師 水野　　夏実 16:00-17:00 16:00-17:00 16:00-17:00 16:00-17:00 16:00-17:00
・設定した時間帯以外でも来室可、可能な限り対応する
・メール予約可　n-mizuno@hoku-iryo-u.ac.jp

助教 志賀　　咲紀 8:45-17:00 8:45-17:00 8:45-17:00 8:45-17:00 8:45-17:00
・設定した時間帯以外でも来室可、可能な限り対応する
・メール予約可　shiga_s@hoku-iryo-u.ac.jp

教授 泉　　　　剛 14:00-17:00 15:00-17:00
・設定した時間帯以外でも来室可、可能な限り対応する
・メール予約可　psyizumi@hoku-iryo-u.ac.jp

准教授 大橋　　敦子 13:00-14:00
・設定した時間帯以外でも来室可、可能な限り対応する
・メール予約可　ohashi@hoku-iryo-u.ac.jp

講師 鹿内　　浩樹 9:00-17:00 9:00-17:00 9:00-17:00 9:00-12:00
・設定した時間帯以外でも来室可、可能な限り対応する
・メール予約可　shika@hoku-iryo-u.ac.jp

教授 飯塚　　健治 16:00-17:00 16:00-17:00
・設定した時間帯以外でも来室可、可能な限り対応する

准教授 町田　　拓自 13:00-17:00 15:00-17:00 9:00-17:00 9:00-17:00 15:00-17:00
・設定した時間帯以外でも来室可、可能な限り対応する
・メール予約可　tmachida@hoku-iryo-u.ac.jp

助教 平出　　幸子 16:00-17:00 16:00-17:00 16:00-17:00 16:00-17:00 16:00-17:00
・設定した時間帯以外でも来室可、可能な限り対応する
・連絡先　phones@hoku-iryo-u.ac.jp

准教授 小田　　雅子 15:00-17:00 15:00-17:00 15:00-17:00 15:00-17:00 15:00-17:00
・設定した時間帯以外でも来室可、可能な限り対応する
・メール予約可　masako@hoku-iryo-u.ac.jp

助教 市村　　祐一 11:00-16:00 11:00-16:00 11:00-16:00 11:00-16:00 11:00-16:00
・設定した時間帯以外でも来室可、可能な限り対応する
・メール予約可　ichi1015@hoku-iryo-u.ac.jp

教授 柴山　　良彦 13:00-17:00
・設定した時間帯以外でも可能な限り対応する
・メール対応可能　siba@hoku-iryo-u.ac.jp

准教授 中川　　　勉 12:00-17:00 12:00-17:00 12:00-17:00 12:00-17:00 12:00-17:00
・設定した時間帯以外でも来室可、可能な限り対応する
・メール予約可　tsutomunakagawa@hoku-iryo-u.ac.jp

講師 久保　　儀忠 10:00-17:00 10:00-17:00 10:00-17:00 10:00-17:00 10:00-17:00
・設定した時間帯以外でも来室可、可能な限り対応する
・メール予約可　y-kubo@hoku-iryo-u.ac.jp

教授 小林　　道也
第2月曜以外の

15:00-17:00
14:00-17:00

・設定した時間帯以外でも来室可、可能な限り対応する
・研究室のドアに貼ってある月間日程表を参考にすること

准教授 伊藤　　邦彦 13:00-17:00 13:00-17:00 13:00-17:00 13:00-17:00 13:00-17:00
・設定した時間帯以外でも来室可、可能な限り対応する
・メール予約可　itou@hoku-iryo-u.ac.jp

助教 下山　　哲哉 9:00-16:00 9:00-16:00 9:00-16:00 9:00-16:00 9:00-16:00
・設定した時間帯以外でも来室可、可能な限り対応する

教授 平野　　　剛 8:45-9:45 12:00-13:00 8:45-9:45 12:00-13:00 12:00-13:00
・設定した時間帯以外でも来室可、可能な限り対応する
・メール予約可　takeshih@hoku-iryo-u.ac.jp

准教授 吉田　　栄一 15:30-17:00 15:30-17:00
・設定した時間帯以外でも来室可、可能な限り対応する

講師 中山　　　章 15:30-16:30
・設定した時間帯以外でも来室可、可能な限り対応する
・メール予約可　anakayam@hoku-iryo-u.ac.jp

講師 櫻田　　　渉 16:00-17:00 16:00-17:00 16:00-17:00 16:00-17:00
・設定した時間帯以外でも来室可、可能な限り対応する
・メール予約可　sakurada@hoku-iryo-u.ac.jp

講師 早坂　　敬明 8:30-18:00 8:30-18:00 8:30-18:00 8:30-18:00 8:30-18:00
・設定した時間帯以外でも来室可、可能な限り対応する
・メール予約可　hayasaka-m@hoku-iryo-u.ac.jp

助手 山本　　隆弘 14:00-16:00 14:00-16:00 14:00-16:00 14:00-16:00
・設定した時間帯以外でも来室可、可能な限り対応する
・メール予約可　t-yamamoto@hoku-iryo-u.ac.jp

教授 遠藤　　　泰 12:00-13:00 12:00-13:00
・設定した時間帯以外でも来室可、可能な限り対応する
 ・メールにて要事前連絡　toruendo@hoku-iryo-u.ac.jp

講師 岩尾　　一生
・大学病院勤務のため、まずはメールで相談してください
　iwao@hoku-iryo-u.ac.jp

講師 千葉　　智子 14:00-17:00 10:00-12:00 10:00-12:00
・設定した時間帯以外でも来室可、可能な限り対応する

講師 木村　　　治 16:00-17:00 16:00-17:00
・設定した時間帯以外でも来室可、可能な限り対応する

助教 藤崎　　博子 14:00-15:00 14:00-15:00
・設定した時間帯以外でも来室可、可能な限り対応する

助教 及川　　孝司 大学病院 大学病院 大学病院 大学病院 大学病院
・大学病院でのみ応対可。業務状況により時間帯は流動的
・事前連絡希望　メール:oikawa@hoku-iryo-u.ac.jp
　大学病院代表:778-7575

教授 木村　　真一 11:40-12:40 16:00-18:00 13:00-18:00 16:00-18:00 13:00-18:00
・設定した時間帯以外でも来室可、可能な限り対応する
・メール予約、問い合わせ可　kimura@hoku-iryo-u.ac.jp

教授 中川　　宏治 9:00-12:00 9:00-10:00 9:00-12:00
・設定した時間帯以外でも来室可、可能な限り対応する

助教 山口　　由基 8:45-17:00 8:45-17:00 8:45-17:00 8:45-17:00 8:45-17:00
・設定した時間帯以外でも来室可、可能な限り対応する
・メール予約可　y.yamagu@hoku-iryo-u.ac.jp

教授 笠師　久美子 10:00-16:00 10:00-16:00 10:00-16:00 10:00-16:00 10:00-16:00
・設定した時間帯以外でも来室可、可能な限り対応する
・メール予約可　kasashik@hoku-iryo-u.ac.jp

教授 井関　　　健 14:00-17:00 14:00-17:00 14:00-17:00
・設定した時間帯以外でも来室可、可能な限り対応する
・メールにて要事前連絡　ken-iseki@hoku-iryo-u.ac.jp

准教授 堀田　　　清 12:00-13:00 12:00-13:00
・設定した時間帯以外でも来室可、可能な限り対応する

【非常勤講師】
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　講義時間にのみ対応

　※左記の教員は非常勤講師のため、質問等は出来る限り
　　講義時間内に確認をしてください

渡辺　まどか
二ノ宮　寛子
エイドリアン・ケイン
グレン・サントス
太田　滋春
阿部　和夫
山口　俊司
高橋　由美子

薬用植物園
･北方系生態観察園担当

教員氏名
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