
同窓会活動状況

薬学部
同窓会会長

田中　稔泰

http://www.hoku-i ryo-u.ac. jp/̃phalumni/

〈創立年：1979年　会員数：約5,100名〉

　薬学部同窓会は1979年に発足し、全国17の支部（道内7、道外10支
部）で活動を行っておりますが、近年は会員数の増加に伴い支部の細分化の
動きが出ているところであります。各支部におきましては、医療薬学セミナーと
同時に総会や懇親会を毎年開催し、その地域での薬業や医療に関する情報
交換を行っているところでありますが、最近では歯学部や他学部の同窓会と
も連携したセミナーの開催を行っている支部もあり、学部の枠を超えた活動が
始まっております。また、全国規模では、毎年開催される日本薬剤師会学術大
会において、開催地の支部が当番幹事となり、懇親会とセミナーを開催して
おります。一昨年は大阪大会で関西支部が中心となり、全国から約80名の
卒業生が集まり情報交換と懇親を深めることができました。同窓会の活動は
このように会員同士の交流を深めながら、それぞれの仕事やモチベーションを

高めることを一つの目標としておりますので、全国の同窓生が一様に参画でき
るよう支部役員の協力を得ながら活性化を図ってまいりたいと考えておりま
す。また、大学への寄与に関しては、在学生も同窓会の準会員としております
ので、入学時に行われる定山渓温泉での宿泊研修にも同窓会として参加し、
卒業生の講演や新入生の交流が深まるようゲーム大会等を開催していると
ころであります。また北海道薬学大会での発表の支援や同窓会が主催する
セミナーにも参加できるよう準備を進めているところであります。このように
我々同窓会としても、入学時から学生に対して支援を行い、大学に寄与でき
るように努力してまいりたいと考えております。

薬学部

看護学科
同窓会会長

川村　武昭

http://www.hoku-i ryo-u.ac. jp/̃kango/
kango@hoku-i ryo-u.ac. jp

〈創立年：1997年　会員数：約2,300名〉

　福慧会（看護学科同窓会）は１９９７年に発足して、今年度で18年目を迎
え、20周年まで目前となりました。これもひとえに同窓生の皆さまを始め、大学
並びに諸関係団体の皆さまの日頃からのご協力のお陰であることを深く感謝
しております。
　主な活動内容としては、臨床福祉学科との協働で取り組む看護福祉学部
同窓会セミナーと看護福祉学部学会の企画及び運営を主軸に、４学部及び
歯科衛生士専門学校とともに協働で開催する同窓会連絡協議会や北海道
医療大学同窓会コラボ☆講演会があります。また、これらの活動状況や各地
で活躍する同窓生の近況報告等を同窓生の皆さんにお伝えする会報誌
（Fukuekai）の発行やホームページの運営、同窓生同士の繋がりを保つもの
として会員名簿の管理を行っています。そして、同窓会活動について検討する
場として理事10名による同窓会理事会を定期的に開催しています。
　現在、会員数は2,000名を超えました。数年前からは他学部の同窓会とも
活動するようになりました。会員数の増加と活動の広がりとともに考えさせられ

るのは、同窓会とは何か、何のための誰のための何を目指す活動なのか、そし
て活動に携わる私たち自身の存在意義とは何かです。仕事をしながら、家庭を
持ちながら、家族や友人との繋がりを持ちながら、たくさんの「ながら」を両手
いっぱいに抱えてもなお私たち同窓会理事が集い続けていること、そこに答え
があるように感じられる今日この頃です。
　これからも様々な場所で奮闘している同窓生同志が繋がりを感じられる活
動を目指したいと考えています。そのために各期の幹事と理事10名が同窓生
として、同じ職業人として安心して語り合える機会を持つことから始めていきた
いと考えています。これからも随時、ホームページや会報誌をとおして様々な活
動状況をお伝えしていきますので是非ご覧ください。皆さまからのご意見やご
要望をお待ちしております。

看護福祉学部／看護学科 ・ 札幌医療福祉専門学校／看護学科

〈創立年：2000年　会員数：約2,000名〉

臨床福祉学科
同窓会会長

小畑　友希

fukudo@hoku-i ryo-u.ac. jp

　皆様には、日頃より当会の活動ならびに運営に関して、何かとご理解ご協
力を賜りますことにこの場を借りて厚く御礼申し上げます。
　さて、福祉・介護同窓会の役員は現在、MSW（医療ソーシャルワーカー）、
高齢者施設や地域包括支援センターの相談員、障害者施設の支援員、大
学の教員など９名で構成し、学術局、会計局、総務局などを担当しています。
２ヶ月に一度の役員会では、各局の報告や今後の活動について話し合ってい
ます。特に今年度は会則の見直しに関して重点を置いてきました。大きな変更
点は、在校生が準会員となる部分です。それに伴い、これまで以上に国家試
験対策ガイダンスなど、在校生にとって役に立つ支援を行っていく所存です。
　また、同窓会セミナー（５月）、コラボ☆講演会（３月）など、他学部他学科と
共催しています。年々回を重ねるごとに、分野に違いがあるが重なり合う部分

がみえ、他職種連携について学ぶ機会となっています。同窓会ホームページ
も随時更新しています。講演会などの案内や卒業生のエッセイが掲載されて
います。ぜひ、覗いてみてください。
　最後になりますが、2015年は当会設立から15年目の節目の年です。福
祉・介護の専門職は、個人や家族だけで解決できない生活上の問題や課題
をクライエントとともに解決していく仕事やそれに関連することに関わる仕事を
しています。現場で日々社会福祉事業の質の向上に奮闘している会員の皆
様がなお一層ご活躍頂けるよう、同窓会運営も行っていきたいと思います。今
後とも変わりないご支援ご協力をよろしくお願い申し上げます。

看護福祉学部／臨床福祉学科 ・ 札幌医療福祉専門学校／介護福祉学科

歯学部
同窓会会長

蓑輪　隆宏

〈創立年：1984年　会員数：約3,000名〉

　平素は、本会の活動にご理解ご協力、誠にありがとうございます。
　昨年、本会設立30周年を迎え「30年の軌跡に感謝、さらなる未来へ」を
テーマに開催いたしました記念事業が、お蔭様をもちまして無事つつがなく行
えましたこと、改めましてお礼申し上げます。お世話になりました多くの皆様と共
に、お祝いができましたこと本当に嬉しく思っております。
　歯学部同窓会設立以来、この30年で歯科界は大きな変化を経験しまし
た。そんななか、大過なく同窓会活動が行えましたのは関わってくださいました、
皆様のお力添えがあったからこそと、感謝しております。
北の大地で共に学び、泣いて笑った仲間達や恩師とのご縁は、これからも未
来永劫続くものと考えますが、本会が更に成長し、皆様の心の支柱に少しで
もなれる歩みにしたいと思っております。30周年を記念して、「北海道医療大

学歯学部未来基金」を創設しました。歯科界の未来を担う学生や若い研究
者を応援し、歯学部ひいては北海道医療大学を応援していきたいと考えてお
ります。
　これからも後援会の皆様と共に本会設立の責任を果たしつつ40年、50年
に向かって進んで参りたいと思いますので何卒、ご支援ご協力よろしくお願い
いたします。
　皆様の幸せ心よりお祈り申し上げます。

事務局 札幌市北区北6条西6丁目2-11 第3山崎ビル4F
　　　 TEL 011-299-9069　FAX 011-299-9609

http://www.hoku-i ryo-u.ac. jp/̃d-alumni/
dousoukai-honbu@clock.ocn.ne. jp

歯学部

〈創立年：2006年　会員数：約500名〉

臨床心理学科
同窓会会長

本谷　亮

　平素、同窓会活動へのご理解、ご協力をいただき、ありがとうございます。
　本同窓会の同窓生は、卒業後に道外へ移られる方が多く、なかなか直接会う
機会を設けられないのが実状です。そのような中でも、同窓会の活動内容や同
窓生・母校の近況に関して情報を伝えることによって、同窓生同士の交流が図
れるよう努めております。
　今年度のセミナーは、昨年6月（第1回）に同窓生の内山貴美子先生をお招
きし、産業領域のメンタルへルスサポートについてお話しいただきました。先生ご
自身の経験も交えた大変わかりやすい内容で大盛況でした。本年3月（第2回）
には、行動分析学の専門家である田中桜子先生に「無から有を生むこと：社会

の中での応用行動分析」のテーマで講演いただく予定です。
　来年度は、活動の効率化をさらに進めるとともに、在学生・同窓生の交流が
シームレスになるような体制作りを目指していきます。
　同窓会運営にあたっては、他の同窓会から貴重なご意見をいただく機会があ
り感謝しております。引き続き連携をとりながら、さらに同窓会活動を充実させて
参ります。今後ともよろしくお願いいたします。

http://www.hoku-i ryo-u.ac. jp/̃p.dousou/
shinr i -dousoukai@hotmail .co. jp

心理科学部／臨床心理学科
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北海道医療大学歯学部附属歯科衛生士専門学校　☎0133-23-1211（内線3482）担当：大山・岡橋

卒業生を対象とした各セミナー・
公開講座に関するお問い合わせ先

広報・教育事業部
教育研究推進課 e-mail:nice@hoku-iryo-u.ac.jp☎0133-23-1129（直通）

〈創立年：1994年　会員数：約930名〉

〈創立年：1991年　正会員数：1056名、準会員：23名〉

歯科衛生士専門学校
同窓会会長

梶　美奈子

st-kai@hoku-i ryo-u.ac. jp
言語聴覚療法学科
同窓会会長

石黒　恵美子

　当会は講演会の企画・運営や会報の発行を通した現役生・卒業生の皆様
への情報提供を中心に活動しております。東日本学園後援会・関係者の皆
様のご理解・ご支援をいただき、おかげさまでスムーズに運営が行えています。
この場を借りまして、深く御礼申し上げます。
　今年度は、2014年6月21日（土）に言語聴覚療法学科同窓会セミナーを
開催し、「認知症の早期診断～高次脳機能検査によるアプローチ～」をテー
マに、本学の田村至先生にご講演いただきました。多数の方が参加され大盛
況のうちに終わることができました。

　2015年は、3月14日（土）第8弾コラボ☆講演会（摂食嚥下）、6月20日
（土）同窓会セミナー（小児分野）の開催に向けて鋭意準備を進めておりま
す。卒業生だけでなく現役の学生さんにとりましても大変勉強になる講演会で
すので、ぜひ多くの皆様にご参加いただきたいと存じます。今後とも“あいの里
ST会”をよろしくお願いいたします。

　1991年9月に北海道医療大学歯学部附属歯科衛生士専門学校同窓会
が発足して23年が過ぎました。4月に新入生を迎え、6月同窓会誌「いずみ」を
発行、9月歯科衛生士公開講座、11月理事会、2月同窓生による講義そして
3月には、卒業式と１年を通じた行事は、会員の皆様と母校の先生たちのおか
げをもちまして滞りなく進めております。教員の方々には、多方面で支えて頂き
まして大変感謝しております。
　さて、我が母校は、歯学部附属であり薬学部、看護福祉学部、心理科学
部、リハビリテーション科学部と連携しながら学び合えるという恵まれた環境に
あります。

在学中から他職種連携の重要性を学び「連携する力」を身につけているもの
と考えています。日頃から、ご尽力いただいております母校の発展に貢献でき
るよう同窓会一同努力をしていきたいと考えております。

http://www.hoku-i ryo-u.ac. jp/̃katakuri/
okahashi@hoku-i ryo-u.ac. jp

歯学部附属歯科衛生士専門学校同窓会支部連絡先

歯学部附属歯科衛生士専門学校

心理科学部／言語聴覚療法学科 ・
札幌医療福祉専門学校／言語聴覚療法学科・言語聴覚療法専攻学科

☎011-８12-2311

☎0166-35-5201

☎0155-62-0611

☎0138-27-7727

☎0154-52-5052

☎0157-31-3310

☎0142-76-5258

☎017-729-0330

☎0285-54-5080

☎0293-42-0239

☎0761-43-1151

☎045-742-2301

☎０53-451-0821

☎078-261-2231

☎０82-291-2104

☎0965-52-5750

☎098-874-1818

支部名 支部長（期） 連絡先 支部名 支部長（期） 連絡先 支部名 支部長（期） 連絡先

■薬学部 ■歯学部

○看護学科（内線3688）担当：明野（実践基礎看護学講座）
○臨床福祉学科（内線3708）担当：池森（医療福祉臨床学講座）

■看護福祉学部
☎0133-23-1211

○臨床心理学科
○言語聴覚療法学科

■心理科学部
（学務部 心理科学課）☎011-778-8931

佐藤歯科医院
☎0172-36-0412

竹内歯科医院
☎0182-22-2001

藤川歯科医院
☎076-483-2231

わたなべ歯科
☎0197-61-2911

ささき歯科
☎022-383-8849

芳賀歯科医院
☎0238-84-8107

早坂歯科医院
☎0248-24-6480

静雅堂歯科医院
☎0257-23-8840

小池歯科医院
☎026-224-1482

斎藤歯科クリニック
☎0285-27-1234

しのざき歯科医院
☎0276-48-0118

星和歯科
☎0489-63-0161

葉山歯科医院
☎0471-64-6480

二子玉川ガーデン矯正歯科
☎03-5491-5454

みやひら歯科
☎045-590-4601

粟津歯科医院
☎0761-44-4852

しらかべ歯科医院
☎0555-72-4182

こがはしもと歯科医院
☎075-935-8148

こめの歯科医院
☎052-451-1182

西歯科医院
☎06-6793-7500

たかひろデンタルクリニック
☎082-422-9600

医療法人谷本歯科医院
☎0883-42-2069

清川歯科・口腔外科クリニック
☎092-822-8805

ながた歯科医院
☎098-854-1182

北海道医療大学同窓会支部連絡先

札幌支部

道北支部

十勝支部

道南支部

釧根支部

オホーツク支部

日胆支部

青森支部

栃木支部

茨城支部

北越支部

神奈川県支部

東海支部

関西支部

中四国支部

九州支部

沖縄支部

北海道支部連合会

青森県支部

秋田県支部

岩手県支部

宮城県支部

山形県支部

福島県支部

茨城県支部

栃木県支部

群馬県支部

埼玉県支部

千葉県支部

東京都支部

神奈川県支部

山梨県支部

富山県支部

石川県支部

新潟県支部

長野県支部

愛知県支部

京都府支部

大阪府支部

広島県支部

四国支部

九州支部

沖縄県支部

多田 正人

伊藤 裕康

中村 　章

吉田 元

徳田 宏司

新井　 俊

山田 達生

三上 章

橋本 秀雄

西野 郁郎

杉本 雅規

川田　 哲

高尾 信彦

新井 淑子

勝原　 聡

山田 昌人

伊波 重宏

宮平 　暁

白壁 正光

藤川　晃

久保 伸一郎

布施 路子

小池 文一

木村 英雄

橋本 昌美

西 一幸

早志 卓展

谷本 良司

清川 宗克

玉城 均

佐藤 明理

佐藤 孝治

竹内　 享

渡辺 昌文

佐々木 隆二

芳賀 俊和

早坂　 弘

秦　 博文

斎藤 真一

篠崎 広治

伊藤 量蔵

寺山　 功

石野 善男

（4）

（14）

（1）

（12）

（6）

（10）

（2）

（1）

（3）

（1）

（3）

（3）

（2）

（1）

（3）

（3）

（5）

（4）

（2）

（7）

（7）

（6）

（5）

（4）

（2）

（3）

（1）

（5）

（4）

（2）

（5）

（8）

（５）

（2）

（6）

（2）

（1）

（6）

（1）

（6）

（3）

（3）

（1）

医療法人社団明雄会そのまち歯科
☎011-387-8811

社会医療法人愛宣会ひたち医療センター
☎0294-37-0713
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