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教員役職者・新任教員・昇任教員等紹介

昇任教員

（こばやし だいすけ）小林 大祐
本学薬学部総合薬学科卒業。金沢大学大学院自然科学研
究科生命科学専攻博士前期課程修了・博士後期課程修
了。本学薬学部講師を経て、准教授就任。薬学博士。

薬学部准教授
（衛生薬学講座）

（やながわ よしき）栁川 芳毅
北海道大学薬学部薬学科卒業。同大学院薬学研究科薬
学専攻修士課程修了。吉富製薬株式会社（現：田辺三菱
製薬）東京研究所研究員、北海道大学遺伝子病制御研究
所病態研究部門免疫生物分野助手、本学薬学部講師等
を経て、准教授就任。薬学博士。

薬学部准教授
（薬理学講座)

（おだ まさこ）小田 雅子
北海道大学薬学部薬学科卒業。本学大学院薬学研究
科薬学専攻博士課程修了。本学薬学部講師を経て、准
教授就任。薬学博士。

薬学部准教授
（薬剤学講座）

（にへい ひろゆき）二瓶 裕之
北海道大学工学部電子工学科卒業。同大学院工学研
究科電子工学専攻修士課程修了、博士課程単位取得
満期退学。東北職業能力開発大学校附属青森職業能
力開発短期大学校講師、本学薬学部准教授を経て、教
授就任。工学博士。

薬学部（人間基礎科学：情報科学)
大学教育開発センター教授

（にしぞの なおずみ）西園 直純
本学薬学部薬学科卒業。北海道大学大学院薬学研究
科薬学専攻修士課程修了・博士課程修了。アイオワ大学
化学科博士研究員、本学薬学部講師を経て、准教授就
任。薬学博士。

薬学部准教授
（創薬化学講座）

（やまだ こうじ）山田 康司
富山医科薬科大学薬学部薬学科卒業。金沢大学薬
学部助手、本学薬学部講師を経て、准教授就任。薬学
博士。

薬学部准教授
（創薬化学講座）

（はまうえ なおや）浜上 尚也
本学薬学部薬学科卒業。同大学院薬学研究科薬学専
攻修士課程修了、博士課程中途退学。本学薬学部講師
を経て、准教授就任。薬学博士。

薬学部准教授
（分子生命科学講座)

（おおさわ よしあき）大澤 宜明
東邦大学理学部生物分子科学科卒業。同大学院理学
研究科生物分子科学専攻博士前期課程修了、東京大
学大学院医学系研究科社会医学専攻博士課程修了。
日本大学医学部免疫学・微生物学講座研究員、本学薬
学部講師を経て、准教授就任。医学博士。

薬学部准教授
（分子生命科学講座）

（まつおか ひろふみ）松岡 紘史
新潟大学人文学部行動科学課程卒業。本学大学院看
護福祉学研究科臨床福祉・心理学専攻修士課程修了、
同大学院心理科学研究科臨床心理学専攻博士課程修
了。本学歯学部口腔構造・機能発育学系保健衛生学分
野助教等を経て、講師就任。臨床心理学博士。

歯学部講師
（口腔構造・機能発育学系〈保健衛生学〉）

（いとう くにひこ）伊藤 邦彦
北海道大学薬学部製薬化学科卒業。同大学院薬学研究
科修士課程中途退学。本学薬学部講師を経て、准教授就
任。薬学博士。

薬学部准教授
（薬剤学講座）

（おおとも よしえ）大友 芳恵
日本福祉大学社会福祉学部社会福祉学科卒業。北星
学園大学大学院文学研究科社会福祉学専攻修士課程
修了、北海道大学大学院教育学研究科教育学専攻後
期博士課程単位取得満期退学。本学看護福祉学部臨
床福祉学科准教授等を経て、教授就任。教育学博士。

看護福祉学部教授
（臨床福祉学科　医療福祉臨床学）

（ふくい すみこ）福井 純子
慶應義塾大学医学部付属厚生女子学院卒業、日本女
子大学人間社会学部教育学科卒業。同大学院人間社
会研究科教育学専攻博士課程前期修了。慶應義塾大
学病院看護師主任、本学看護福祉学部看護学科助教
を経て、講師就任。教育学修士。

看護福祉学部講師
（看護学科　実践基礎看護学）

新規選出教員役職者
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新規特認教員

看護福祉学部 阿保　順子
野川　道子

花岡　真佐子

薬学部 教務部長

教務副部長

学生部副部長

青木　隆
遠藤　泰

小林　道也
岡崎　克則
二瓶　裕之

心理科学部 教務副部長

学生部副部長
中川　賀嗣
玉重　詠子

リハビリテーション科学部 理学療法学科長

作業療法学科長
鈴木　英樹
上野　武治

新任教員

（かんだ なおき）神田 直樹
本学看護福祉学部看護学科卒業。札幌医科大学大学
院保健医療学研究科看護学専攻専門看護師コースクリ
ティカルケア看護分野博士課程前期修了。札幌医科大
学附属病院集中治療部門看護室副看護師長、札幌市
立大学看護学部講師等を経て、本学就任。看護学修士。

看護福祉学部講師
（看護学科 成人看護学)

（いそべ たいち）礒部 太一
法政大学文学部卒業。東京大学大学院学際情報学府修
士課程修了、博士課程単位取得満期退学。日本学術振
興会特別研究員、群馬パース大学研究倫理審査委員会
学外委員、東京大学大学院情報学環交流研究員等を経
て、本学就任。学際情報学修士。

（かとう　よりこ）加藤 依子
市立名寄短期大学看護学科卒業、高知女子大学大学
院看護学研究科小児看護学専攻修士課程修了。幌南
病院看護師、ＫＫＲ札幌医療センター小児・アレルギーセン
ター主任、札幌医科大学大学院保健医療学研究科講師
等を経て、本学就任。看護学修士。

看護福祉学部講師
（看護学科 母子看護学：小児看護学）

（しもむら あつし）下村 敦司
神戸大学農学部園芸農学科卒業。同大学院農学研究
科園芸農学専攻修士課程修了、名古屋大学大学院医
学系研究科生理系解剖Ⅲ専攻博士課程修了。米国・イン
ディアナ大学医学部耳鼻咽喉科研究員、藤田保健衛生
大学医学部講師等を経て、本学就任。医学博士。

心理科学部教授
（言語聴覚療法学科）

（はせがわ あつし）長谷川 敦司
電気通信大学電気通信学部物理工学科卒業。北海道
大学大学院理学研究科物理学修士課程修了、博士後
期課程修了。上越教育大学大学院学校教育研究科自
然・生活教育学系准教授、東京工業大学大学院理工学
研究科講師等を経て、本学就任。理学博士。

薬学部（人間基礎科学：物理学及び数学）
大学教育開発センター准教授

（ねづ たかし）根津 尚史
名古屋大学理学部化学科卒業。同大学院理学研究科
化学専攻博士課程前期課程修了、博士課程後期課程
単位取得満期退学。九州大学歯学部歯科補綴学第一
講座助手、岩手医科大学歯学部歯科理工学講座講師
等を経て、本学就任。理学博士。

歯学部（口腔機能修復・再建学系〈生体材料工学〉
准教授

歯学部（人間基礎科学：生命倫理学）
大学教育開発センター講師

（なかむら せいこ）中村 征子
勤医協札幌看護専門学校卒業、日本看護協会看護研修
学校認定看護師教育課程認知症看護学科卒業。手稲
渓仁会病院看護師、札幌西円山病院教育担当師長、北
海道医薬専門学校看護学科講師、天使大学看護栄養
学部講師等を経て、本学就任。

認定看護師研修センター専任教員
（認知症看護分野）

（よこやま あきこ）横山 晃子

認定看護師研修センター専任教員
（認知症看護分野）

本学看護福祉学部看護学科卒業、同大学院看護福祉
学研究科看護学専攻修士課程修了。社会福祉法人幸
清会特別養護老人ﾎｰﾑ 幸豊ﾊｲﾂ看護師等を経て、本学
就任。看護学修士。

（もりもと　りょうた）森元 良太
慶應義塾大学理工学部機械工学科卒業、同大学文学部
哲学・倫理学科哲学専攻卒業。同大学院文学研究科哲
学・倫理学専攻博士課程修了、後期博士課程単位取得満
期退学。慶應義塾大学文学部講師、日本獣医生命科学大
学応用生命科学部講師等を経て、本学就任。哲学博士。

心理科学部（人間基礎科学：哲学及び倫理学）
大学教育開発センター講師

（あおき みつひろ）青木 光広
札幌医科大学医学部卒業。同大学院医学研究科整形外科
学専攻博士課程修了。砂川市立病院整形外科医長、札幌第
一病院副院長・理事、札幌医科大学理学療法学科基礎理学
療法学講座准教授等を経て、本学就任。医学博士。

リハビリテーション科学部教授
（理学療法学科）

（うえの たけじ）上野 武治
北海道大学医学部医学科卒業。稚内市立病院精神科
神経科医長、文部省長期在外研究員、北海道大学医療
技術短期大学部作業療法学科教授、北星学園大学社
会福祉学部福祉臨床学科教授等を経て、本学就任。医
学博士。

リハビリテーション科学部教授
（作業療法学科）

（ささき ゆうじ）佐々木 祐二
札幌医科大学衛生短期大学部理学療法学科卒業。久
留米大学大学院医学研究科社会医学群リハビリテーシ
ョンバイオメカニクス学専攻修士課程修了。専門学校久
留米リハビリテーション学院理学療法学科学科長等を経
て、本学就任。医科学修士。

リハビリテーション科学部講師
（理学療法学科）

（さわむら だいすけ）澤村 大輔
北海道大学医療技術短期大学部作業療法学科卒業。
同大学院保健科学院保健科学専攻修士課程・博士課
程修了。時計台記念病院作業療法科主任、北海道大学
病院リハビリテーション部作業療法士を経て、本学就任。
保健科学博士。

リハビリテーション科学部講師
（作業療法学科）

（とう しんう）董 震宇
北海道大学医学部医学科卒業。同大学院医学研究科
医学専攻博士課程修了。北海道大学病院眼科医院、手
稲渓仁会病院眼科医師、ＫＫＲ札幌医療センター眼科医
師等を経て、本学就任。医学博士。

個体差健康科学センター講師
（医学部門）

歯学部 助教（口腔機能修復・再建学系〈歯周歯内治療学〉）
助教（口腔機能修復・再建学系〈う蝕制御治療学〉）
助教（口腔構造・機能発育学系〈組織学〉）
任期制助手（口腔機能修復・再建学系〈歯周歯内治療学〉）
任期制助手（口腔機能修復・再建学系〈う蝕制御治療学〉）

清水 伸太郎
油井　知雄
建部 廣明
伊藤　大輔
茂木　綾乃
西川　純平
井上 未樹子

任期制助手
（口腔機能修復・再建学系〈高度先進保存学〉）

任期制助手（口腔機能修復・再建学系
〈クラウンブリッジ・インプラント補綴学〉） 木村　桜子

任期制助手（口腔機能修復・再建学系〈高度先進補綴学〉）

任期制助手（生体機能・病態系〈組織再建口腔外科学〉）
任期制助手　（生体機能・病態系〈高齢者・有病者歯科学〉）

任期制助手（生体機能・病態系〈歯科矯正学〉）
任期制助手（生体機能・病態系〈小児歯科学〉）

伊藤 亜希子
石川　義人
前　壮功仁
笹川　雅大
原嶋　尊治
堀内　優香
内澤　朋哉
蓑輪 映里佳

看護福祉
学部

助教（看護学科 成人看護学）
助教（看護学科 地域保健看護学：精神看護学）
助教（臨床福祉学科　医療福祉政策学）

伊藤  加奈子
中安　隆志
近藤　尚也

心理科学部 助教（言語聴覚療法学科） 黒崎　芳子


