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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5,200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北海道内におい
ては、支部の細分化の動きが出ているところであります。また、道外では逆に
卒業生が減少していることから、本州支部の統合も含めて考えていかなけれ
ばならない状況となってまいりました。各支部の活動におきましては、多くの支
部では、医療薬学セミナーと同時に支部総会や懇親会を開催し、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。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が行われている支部も
あり学部の枠を超えた活動が始められております。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、入学時に一部の学生を対象とした国語力養成講座を一昨年より
開設し行っており、今後は別の基礎教育講座の開設も検討しているところで
あります。また、卒業生の医療薬学セミナーへの参加や相談会なども開催予
定であり、我々同窓会としても、入学時から学生に対しての支援活動を通し
て、大学に寄与できるよう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

〈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19年目を迎
え、いよいよ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。
　主な活動内容としましては、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しております北海道医療大学
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、そして同窓生同士のつながりを保つものとし
て会員名簿の管理を行っています。また、同窓会活動について検討するため
に理事11名で構成され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、数年前からは他学部の同窓会と協働で
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、誰のために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ということです。仕事をしながら、家庭を持
ちながら、家族や友人とのつながりを持ちながら、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時間の合間を縫って集い、真剣
に意見を言い合うこと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日々奮闘している同窓生がお互いのつながりを感
じられる活動を目指していきたいと考えております。そのために各期の幹事と理
事1１名が同窓生として、そして同じ職業人として安心して語り合えるように同
窓会セミナーや各種講演会、クラス会等の機会で設けていきたいと考えてお
ります。これからも会報誌やホームページをとおして様々な活動状況をお伝えし
て参りますので時々目をとおしていただけると有り難いです。皆さまからのご意
見やご要望をいつでもお待ちしております。

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

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

　日頃より同窓会活動に格別なるご理解、ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
現在、当同窓会は会長1名、副会長1名、会計局１名、総務局２名、学術局３名
の計８名の役員体制となっています。主な活動は、定期総会、同窓会セミナーⅠの
開催。同窓会セミナーⅡ（看護福祉学部学会共催）の運営協力、新卒者への入
会案内、ホームページの管理継続等を行っております。昨年5月に開催した同窓
会セミナーⅠでは、臨床福祉学科（旧医療福祉学科）設立時から６年間教鞭を執
られ、再び大学に戻られた佐々木敏明先生に「これからの精神保健福祉を考える
―当たり前の改革を目指して―」と題してご講演いただきました。懐かしい先生の

優しい口調に、キャンパスライフがよみがえった人もいたのではないでしょうか。
　2015年度から、新入学生は準会員となり4年後の卒業時には全員が正会
員となる仕組みに変わり、これまでの活動を踏まえて新たな取り組みを検討し
なければならない転換期に入っていると思われます。母校の発展と、多様化す
る福祉の現場で切磋琢磨（せっさたくま）している卒業生の応援団として微力
を尽くす所存です。皆様の一層のご鞭撻を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3,100名〉

　63.8%。この数字は昨年（2015年）の歯科医師国家試験の全国合格率
です。受験者3,138名、合格者2,003名。これが歯科学生教育に対する国の
信頼度です。なんと低いことでしょう。私立大学の学生が長い時間と莫大なお
金をかけ、歯科医師だけを目指し、専門的な勉強と実習に励み、学内の厳しい
ハードルを乗り越え、ようやく国家試験にたどり着いた結果がこの数字とは本
当に気の毒で情けなく、資格試験の体をなしていないことが腹立たしく思いま
す。しかも今後、この合格者数をさらに引き下げ最終的に1,500名程にする方
針だというのですからかないません。不合格者の増加が次年度の受験者数の
増加に繋がり、競争が激しさを増し、さらに合格基準が上がる、まさにサバイバ
ルな相対評価の地獄の国家試験となっています。このように理不尽で全く理
解出来ない歯科医師国家試験ですが、この意味するところはこれからさらに訪
れる人口減少社会での歯科医師過剰問題の解決と歯科医療費など関連経
費の削減が目的で、そのために幾つかの歯学部を廃校に追い込み調整しよう
としているのだと言われています。では歯学部の価値とはいったい何なのでしょ

う？口腔から全身につながる健康の維持増進に関わる教育、研究、臨床の充
実が国民に対する歯学部の使命でありこの価値の創造のため、各々の現場
で努力しており、このどの分野も欠けてはいけないと考えておりますが、今この
現状をみると学生教育に大きな力を注がなければ学部の未来はないと言わざ
るをえません。本会設立の目的は会員の親睦と学部の発展に寄与することで
す。学部が発展するには留年生を極力少なくし、一人でも多くの学生を国家試
験に合格させ歯科医師になる夢をかなえてあげることが最も重要となりますの
で、本会もこの目的、目標達成のため学部と協力し全力で学生教育の応援を
する覚悟であります。最後にこの大変な時代に我が大学に来てくれたすべて
の学生の幸せを切にお祈りし歯学部同窓会からのメッセージとします。

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をいただきありがとうございます。
　今年度も、本同窓会の中心的活動の1つである同窓会セミナーを2回企画
しました。第1回（8月実施）は、本学を卒業し、本学大学院も修了して活躍して
いる若手臨床家である中島俊先生を講師にお招きし、臨床や研究における
スキルアップの具体的方法についてお話いただきました。昨年度に続き、同
窓生がセミナー講師となり、後任育成や地域活動に貢献いただけるのは本同
窓会としても心強い限りです。また、第2回には、本学リハビリテーション科学
部講師でおられる森元良太先生に、“現代進化論と新しい生命観”という大

変興味深いテーマについて講演いただく予定です。
　一昨年度に役員数を増員し、てこ入れを図ったことで同窓会の諸活動がス
ムーズになり、会が習熟して参りました。今後も、これまでの活動基盤を大切に
しながら、他同窓会とも連携をとらせていただき、さらに充実した活動を進めて
参りたいと思っております。今後ともご協力を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



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1,000名〉

〈創立年：1991年　正会員数：約1,100名、準会員：47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

　当会では、ＳＴを志す現役の学生・卒業生の皆様に役立つべく、学術
や職場に関する情報提供を中心に活動しております。東日本学園後援
会・関係者の皆様からのご支援のおかげで、滞りなく運営が行えていま
す。この場を借りまして、深く御礼申し上げます。今年度は2015年6月20
日に言語聴覚療法学科同窓会セミナーを開催し、「知的障害者の言語
指導」をテーマに、本学の玉重詠子先生にご講演いただきました。全道か
ら多くの方が参加、活発な質疑応答がなされ大盛況のうちに終わることが

できました。現在は、2016年3月12日第9弾コラボ☆講演会（摂食嚥下
分野）、6月25日同窓会セミナー（成人分野）の開催に向けて準備を進め
ております。今後とも“あいの里ST会”をどうぞよろしくお願いいたします。

　1991年9月に産声を上げた本同窓会の現会員数は1,082名です。
25年前、既に卒業されていた先輩たちに同窓会発足のお知らせをして入
会を募った頃とは比べ物にならない大所帯になりました。大所帯になった
分会員一人一人と密に関わることが難しくなりました。それを補うためとい
うわけではありませんが、3年前から毎年9月の第一日曜日に開催される歯
科衛生士セミナー、総会に引き続き同窓会員同士のつながりを深めるた
めに親睦会を開催しております。総会、親睦会共に小規模ではありますが
その分、久しぶりにあった同窓生たちと楽しく語らうことの出来る女子会と

いった様相です。今年は、テレビでもおなじみの藤野良孝先生にセミナー
の講師依頼を進めておりますので皆様是非ふるってご参加下さい。詳しく
は、6月発刊予定の同窓会誌「いずみ」をご覧下さい。皆様のご参加を心
よりお待ちしております。

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

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

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

しらかべ歯科医院
☎0555-72-4182

静雅堂歯科医院
☎0257-23-8840

小池歯科医院
☎026-224-1482

粟津歯科医院
☎0761-44-4852

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

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

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
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（1）

（6）

（3）

（3）
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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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