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教員役職者・新任教員・昇任教員等紹介
新規選出教員役職者

歯学部附属歯科衛生士専門学校校長

坂倉　康則

教授

講師

新規特任教員

薬学部
看護福祉学部

豊田　栄子
今野 多美子

看護福祉学部 臨床福祉学科長

教務部長

学生部副部長

教務部副部長

志水　幸
白石　淳

佐々木 栄子
大友　芳恵

リハビリテーション科学部 言語聴覚療法学科長

学生部副部長

教務部副部長

木下　憲治
近藤　里美
玉重　詠子
本家　寿洋
中川　賀嗣

（ささき よしこ）佐々木 栄子

看護福祉学部教授
（看護学科成人看護学）

（さとう そのみ）佐藤 園美

看護福祉学部准教授
（臨床福祉学科精神保健福祉学）

（まき やすひろ）巻 康弘

看護福祉学部准教授
（臨床福祉学科社会福祉学）

（かわぞえ えりこ）川添 恵理子

看護福祉学部講師
（看護学科 地域保健看護学〈地域看護学〉）

（みやざき みつのり）宮﨑 充功

リハビリテーション科学部准教授
（理学療法学科)

（もりや みつる）森谷 満

個体差医療科学センター教授
（医学部門）

（しらい かなめ）白井 要

歯学部講師
（総合教育学系〈臨床教育管理運営〉）

（こうの まい）河野 舞

歯学部講師
（総合教育学系〈臨床教育管理運営〉）

（ひろせ ゆきと）広瀬 由紀人

歯学部准教授
（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〉）

（なかにし やすひろ）仲西 康裕

歯学部講師
（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〉）

昇任教員

（まちだ たくじ）町田 拓自

薬学部准教授
（薬理学)

（おくむら かずひこ）奥村 一彦

歯学部准教授
（生体機能・病態学系〈組織再建口腔外科学〉）

新任教員

（なかの つぐひと）中野 諭人
電気通信大学電気通信学部卒業。同大学院電気通信
学研究科博士前期課程修了、博士後期課程修了。同電
気通信学部助教、同大学院情報理工学研究科助教等を
経て、本学就任。理学博士。

歯学部（人間基礎科学：物理学）
大学教育開発センター講師

（まつだ やすひろ）松田 康裕
九州工業大学情報工学部卒業。本学歯学部卒業。北海
道大学大学院歯学研究科博士課程修了。同大学病院歯
科診療センター医員、同大学院歯学研究科専門研究員、
同大学病院助教等を経て、本学就任。歯学博士。

（あべ ひろし）安部 博史
東京学芸大学教育学部卒業。筑波大学大学院心理学
研究科博士課程修了。宮崎大学医学部助教、九州ルー
テル学院大学人文学部准教授、宮崎大学医学部附属病
院精神科講師等を経て、本学就任。心理学博士。

心理科学部（臨床心理学科：多職種連携）
大学教育開発センター准教授

（ひらの たけし）平野 剛
本学薬学部卒業。同大学院薬学研究科博士前期課程
修了、博士後期課程修了。北海道大学薬学部講師、神
戸大学医学部附属病院薬剤部准教授、副薬剤部長、同
大学院医学研究科准教授等を経て、本学就任。薬学博
士。

薬学部教授
（薬剤学）

（すずき よしいち）鈴木 喜一
北海道大学理学部卒業。同大学院理学研究科修士課程
修了、博士課程修了。National Research Council of Canada, 
Steacie Institute for Molecular Science NSERC Visiting Fellowships 
in Canadian Government Laboratories.京都大学大学院理学研
究科研究員、同特定研究員等を経て、本学就任。理学博士。

薬学部（人間基礎科学：化学）
大学教育開発センター講師

歯学部講師
（口腔機能修復・再建学系〈う蝕制御治療学〉）

（さとう ゆうこ）佐藤 由子
国立札幌病院附属看護学校卒業。北海道鍼灸専門学校卒業。
放送大学教養部卒業。La Trobe University Faculty of Health 
Sciences School of Nursing and Midwifery修了。日本看護
協会看護研修学校認定看護師教育課程卒業。江別すずらん病
院地域連携・医療相談課看護師等を経て、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）

（たけだ りょうこ）武田 涼子
北海道大学医療技術短期大学部卒業。札幌医科大学保
健医療学部卒業。東北大学大学院医学研究科博士前期
課程修了、博士後期課程単位取得後退学。東北文化学
園大学医療福祉学部准教授等を経て、本学就任。障害科
学修士。

リハビリテーション科学部教授
（理学療法学科）

（すずき ゆみ）鈴木 由美
国立仙台病院附属リハビリテーション学院卒業。山形県立保
健医療大学大学院保健医療学研究科修士課程修了。公立
置賜総合病院リハビリテーション部主任作業療法士等を経
て、本学就任。作業療法学修士。

リハビリテーション科学部准教授
（作業療法学科）

（さわだ あつし）澤田 篤史
札幌医科大学保健医療学部卒業。早稲田大学大学院
スポーツ科学研究科修士課程修了。札幌医科大学附属
病院リハビリテーション部理学療法士、北海道済生会小
樽病院リハビリテーション室課長等を経て本学就任。スポ
ーツ科学修士。

リハビリテーション科学部講師
（理学療法学科）

（ほりえ ゆきひろ）堀江 幸弘
札幌医科大学医学部卒業。北海道大学大学院医学研
究科博士課程修了。KKR札幌医療センター眼科医師、
北海道社会事業協会帯広病院眼科医長、主任医長等を
経て、本学就任。医学博士。

個体差医療科学センター講師
（医学部門）

（いたや さとし）板谷 利
旭川医科大学医学部卒業。北海道大学病院第一内科
医員、KKR札幌医療センター医師、岩見沢市立病院医
師、北海道大学病院第一内科医員等を経て、本学就任。

個体差医療科学センター講師
（医学部門）

（おおぬま まゆみ）大沼 まゆみ
日高医師会看護高等専修学校卒業。国立療養所北海道
第一病院附属看護学校卒業。放送大学教養学部卒業。
本学認定看護師研修センター感染管理分野修了。日本
赤十字社浦河赤十字病院外科・整形・急性期内科病棟
看護師長、感染管理専従看護師長等を経て、本学就任。

認定看護師研修センター専任教員
（感染管理分野）

歯学部 助教（口腔機能修復・再建学系〈歯周歯内治療学〉）

助教（生体機能・病態学系〈顎顔面口腔外科学〉）
助教（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〉）
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〉）
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（生体機能・病態学系〈顎顔面口腔外科学〉）
任期制助手（生体機能・病態学系〈歯科放射線学〉）

中塚　侑子
松沢　史宏
南田　康人
石川 昌洋
長沼　広子
執行 彩華
猪熊 孝憲
山本 雅也

任期制助手（口腔構造・機能発育学系〈小児歯科学〉）

助教
（生体機能・病態学系〈組織再建口腔外科学〉）

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・病態学系〈組織再建口腔外科学〉）

靜 隆介
山田　愛子
佐野　聖子
アラファト・カビール
宮本　一央
田代　真康

任期制助手
（生体機能・病態学系〈高齢者・有病者歯科学〉）

任期制助手
（口腔構造・機能発育学系〈歯科矯正学〉）

小 林 　 嵩
山本　健太
中尾　友也
岡　由紀恵
戸島　洋和

看護福祉
学部

助教（看護学科地域保健看護学：老年看護学）
助教（臨床福祉学科医療福祉政策学）
助教（看護学科成人看護学）

吉岡　真由
松 本 　 望
鈴木 菜緒香

心理科学部 助教（臨床心理学科：情報）・大学教育開発センター　西牧　可織
リハビリテーション
科学部

助教（理学療法学科） 中村　宅雄
山根　裕司
大内 みふか

（みやぢ ひろこ）宮地 普子
旭川赤十字看護専門学校卒業。旭川大学経済学部卒
業。本学大学院看護福祉学研究科修士課程修了。旭川
赤十字病院看護師、砂川市立病院看護師、旭川大学保
健福祉学部保健看護学科准教授等を経て、本学就任。
看護学修士。

看護福祉学部准教授
（看護学科地域保健看護学〈精神看護学〉）

（さとう けいじ）佐藤 圭史

歯学部（人間基礎科学：国際関係論）
大学教育開発センター講師

釧路赤十字看護専門学校卒業。東京都立医療技術
短期大学看護教員養成講座修了。北海学園大学経
済学部卒業。本学大学院看護福祉学研究科修士課
程修了、博士課程修了。本学看護福祉学部准教授等
を経て、教授昇任。看護学博士。

長崎県立大学経済学部卒業。アメリカGonzaga 
University卒業。日本社会事業学校研究科卒業。本学
大学院看護福祉学研究科修士課程修了。長野大学社
会福祉学部講師、本学看護福祉学部講師等を経て、准
教授昇任。臨床福祉学修士。

北星学園大学文学部卒業。同大学院社会福祉学研究
科修士課程修了。静仁会静内病院地域医療部副主任、
五輪橋内科病院地域医療部主任、北樹会病院医療福
祉科科長兼地域医療部課長、本学看護福祉学部講師
等を経て、准教授昇任。社会福祉学修士。

勤医協札幌看護専門学校卒業。北海道立衛生学院保健師
科卒業。北海学園大学経済学部卒業。本学大学院看護福
祉学研究科修士課程修了。社会保険看護研修センター教
育部長、本学看護福祉学部助教等を経て、講師昇任。看護
学修士。

札幌医科大学保健医療学部卒業。筑波大学大学院体育
研究科修士課程修了。同大学院人間総合科学研究科博
士課程修了。日本学術振興会特別研究員、University of 
Kentucky Postdoctoral fellow、本学リハビリテーション科
学部講師等を経て、准教授昇任。学術博士。

旭川医科大学卒業。同大学院医学研究科博士課程修
了。遠軽厚生病院内科医長、公立芽室病院内科医長、
本学個体差医療科学センター准教授兼大学病院心療内
科医長・医療心理室長等を経て、教授昇任。医学博士。

本学歯学部卒業。同大学院歯学研究科博士課程修了。
北海道大学大学院歯学研究科口腔医学専攻特別研究
生、本学歯学部助教等を経て、講師昇任。歯学博士。

岩手医科大学歯学部卒業。北海道大学大学院歯学研
究科博士課程修了。北海道大学歯学部附属病院第二
補綴科医員、清田歯科副院長、本学歯学部助教等を経
て、講師昇任。歯学博士。

本学歯学部卒業。同大学院歯学研究科博士課程修了。
本学歯学部講師を経て、准教授昇任。歯学博士。

本学歯学部卒業。同大学院歯学研究科博士課程修
了。本学歯学部助教等を経て、講師昇任。歯学博士。

本学薬学部卒業。同大学院薬学研究科修士課程修了、
博士課程修了。Cornell大学医学部留学（Visit ing 
Graduate Assistant）、本学薬学部講師等を経て、准教
授昇任。薬学博士。 

城西歯科大学歯学部卒業。同大学院歯学研究科博士
課程修了。札幌医科大学第四内科（現腫瘍・血液内科
学）講座在外研究員、本学歯学部講師等を経て、准教授
昇任。歯学博士。

文教大学情報学部卒業。筑波大学大学院地域研究科
修士課程修了。九州大学大学院比較社会文化学国際
文化専攻博士後期課程単位取得満期退学。在ユジノサ
ハリンスク日本国総領事館専門調査員等を経て、本学就
任。比較社会文化学博士。


