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教員役職者・新任教員・昇任教員等紹介

薬学部 教授 小田　和明

リハビリテーション科学部・心理科学部 教授 亀井　　尚
予防医療科学センター 教授 福田　諭国際交流推進センター 特任助教 ハサン エムディ リアサト

新規特任教員

歯学部 歯学部教務部長

歯学部学生部長

歯学部教務部副部長

歯学部教務部副部長

歯学部学生部副部長

遠藤　一彦
入江　一元
長澤　敏行
會田　英紀
荒川　俊哉

歯学部
看護福祉学部

心理科学部

歯学部学生部副部長

看護福祉学部教務部長

看護福祉学部学生部長

看護福祉学部教務部副部長

言語聴覚療法学科長

心理科学部教務部長

心理科学部学生部長

心理科学部教務部副部長

心理科学部学生部副部長

加藤　幸紀
花渕　磬也
大友　芳恵
白石　　淳
下村　敦司
中川　賀嗣
漆原　宏次
森　　伸幸
木下　憲治

新規選出教員役職者

大学病院長

北市　伸義
リハビリテーション
科学部

予防医療科学センター

作業療法学科長

言語聴覚療法学科長

リハビリテーション科学部教務部長

リハビリテーション科学部学生部長

リハビリテーション科学部教務部副部長

リハビリテーション科学部教務部副部長

リハビリテーション科学部学生部副部長

リハビリテーション科学部学生部副部長

大学病院副病院長

岩瀬　義昭
下村　敦司
吉田　　晋
木下　憲治
本家　寿洋
太田　　亨
近藤　里美
高橋　尚明
森谷　　満

配置替 昇任教員

昇任教員

（かなざわ じゅんいちろう）金澤 潤一郎
本学心理科学部臨床心理学科卒業。同大学院心理科学
研究科臨床心理学専攻修士課程修了、同博士課程修了。
札幌医科大学非常勤職員（研究支援者）、日本学術振興
会特別研究員（DC2）、本学大学院心理科学研究科リサー
チ・アシスタントなどを経て、准教授就任。臨床心理学博士。

心理科学部准教授
（臨床心理学科：障害者心理学）

（やなぎだ さおり）柳田 早織
本学心理科学部言語聴覚療法学科卒業。同大学院心
理科学研究科言語聴覚学専攻修士課程修了。本学心理
科学部言語聴覚療法学科助教、同リハビリテーション科
学部言語聴覚療法学科助教などを経て、講師就任。言語
聴覚学修士。

リハビリテーション科学部講師
（言語聴覚療法学科：発声発語障害学）

（まえだ ひでひこ）前田 秀彦
北海道大学医療技術短期大学部衛生技術学科卒業。本学
大学院心理科学研究科言語聴覚学専攻修士課程修了。
奈井江町立国民健康保険病院検査室勤務、本学心理科学
部言語聴覚療法学科助教、同リハビリテーション科学部言語
聴覚療法学科助教などを経て、講師就任。言語聴覚学修士。

リハビリテーション科学部講師
（言語聴覚療法学科：聴覚障害学）

（いのうえ こうしろう）井上 恒志郎
山口大学教育学部健康科学教育課程卒業。筑波大学大学院人
間総合科学研究科体育学専攻博士前期課程修了、同博士後期
課程修了。日本学術振興会学術国際協力事業二国間共同研究
セミナー研究員、本学大学教育開発センター・リハビリテーション科
学部理学療法学科助教などを経て、講師就任。体育科学博士。

大学教育開発センター講師
リハビリテーション科学部講師（理学療法学科：体育学）

（むらた ゆきえ）村田 幸枝
本学歯学部卒業。北海道大学大学院歯学研究科口腔
医学専攻博士課程入学、同単位取得退学。北海道大学
歯学部附属病院研修医、北海道大学病院歯科診療セン
ター医員、本学歯学部口腔構造・機能発育学系小児歯
科学分野助教を経て、講師就任。歯学博士。

歯学部講師
（総合教育学系〈臨床教育管理運営〉）

（やぎ なおみ）八木 直美
北海道大学薬学部卒業。琴似協立診療所職員、本学薬
学部薬剤学講座助手、同薬学部製剤学講座助手、同薬
学部製剤学講座講師、同准教授、同教育推進講座薬事
法制分野准教授などを経て、教授就任。薬学博士。

薬学部教授
（薬学教育推進講座）

（くぼ よしただ）久保 儀忠
東北薬科大学薬学部卒業。本学大学院薬学研究科医
療薬学専攻修士課程修了。市立旭川病院薬剤科、同主
任、本学薬学部薬剤学講座助手、同助教を経て、講師就
任。薬学博士。

薬学部講師
（薬剤学講座）

（たけう れいこ）竹生 礼子
千葉大学看護学部看護学科卒業。本学大学院看護福祉学
研究科看護学専攻修士課程修了、東京医科歯科大学大学
院保健衛生学研究科総合保健看護学専攻博士後期課程修
了。本学看護福祉学部看護学科地域保健看護学講座（地域
看護学）講師、同准教授などを経て、教授就任。看護学博士。

看護福祉学部教授
（看護学科〈地域保健看護学：地域看護学〉）

（きなみ ちかこ）木浪 智佳子
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。青森県立中央病
院、市立函館病院、天使病院小児科外来、本学看護福
祉学部看護学科母子看護学講座（小児看護学）助手、
同講師などを経て、准教授就任。看護学修士。

看護福祉学部准教授
（看護学科〈母子看護学：小児看護学〉）

歯学部 助教（口腔機能修復・再建学系〈咬合再建補綴学〉）

助教（口腔構造・機能発育学系〈歯科矯正学〉）

助教（口腔構造・機能発育学系〈小児歯科学〉）

助教（口腔生物学系〈薬理学〉）

助教（口腔生物学系〈生化学〉）

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〈咬合再建補綴学〉） 

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（口腔機能修復・再建学系〈デジタル歯科医学〉）

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〉）

任期制助手（口腔構造・機能発育学系〈小児歯科学〉）

助教（看護学科実践基礎看護学）

助教（看護学科成人看護学）

助教（理学療法学科）

助教（言語聴覚療法学科）

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〉）

菅　 悠希
河口 馨太朗
村井　雄司
村田　佳織
唐 　 佳
黒田　周作
朝廣　賢哉

兼子　敬史
新中須　剛
今井　哲郎
樫尾　治奈
髙橋 亜友美
岡田 悠之介
横川 亜希子
前川 真湖
髙井 奈津子
佐藤 一成
鈴木 伸弥
高倉 祐樹

山口　摂崇

看護福祉
学部

リハビリテーション科学部

リハビリテーション学部・心理科学部

新任教員

（くらみつ やすひろ）藏滿 保宏
山口大学医学部卒業。北海道大学大学院医学研究科
病理系専攻修了。法務省月形刑務所医務課医師、北海
道大学医学部附属癌研究施設病理部門助手、山口大
学医学部生化学第一講座助教授などを経て、本学就任。
医学博士。

（おおむら かずまさ）大村 一将
北海道大学医学部卒業。同大学院医学研究科医学専
攻博士課程修了。東京出版株式会社勤務、苫小牧市立
病院内科医師、JA北海道厚生連帯広厚生病院第3内科
内科医師、北海道内科リウマチ科病院内科医師などを経
て、本学就任。

歯学部講師
（生体機能・病態学系〈内科学分野〉）がん予防研究所教授

（さとう いずる）佐藤 出
弘前大学医学部卒業。北海道大学医学部眼科学講座
入局研修医、同医学部眼科学講座医員、帯広協会病院
眼科医長、滝川市立病院眼科医長、NTT東日本札幌病
院眼科主任医長、医療法人芳佑会分院・カルナメドアイ
院長などを経て、本学就任。

予防医療科学センター講師
（医学部門）

（のぐち けいじ）野口 圭士
慶應義塾大学商学部卒業、徳島大学医学部医学科卒
業。北海道大学大学院医学研究科医学専攻博士課程修
了。道立紋別病院研修医、北見赤十字病院循環器内科医
師、国立病院機構函館病院循環器内科医師、北海道大学
病院循環病態内科学医員を経て、本学就任。医学博士。

予防医療科学センター講師
（医学部門）

（よしざき きよみ）吉崎 清美
伊達赤十字看護専門学校卒業。本学認定看護師研修
センター感染管理分野修了。伊達赤十字病院外科内科
スタッフ、苫小牧市立病院小児科・NICUスタッフ、同集中
治療室スタッフ、同看護師主査、同医療安全感染対策室
看護師長、同感染制御室主幹などを経て、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）

（もり まき）森 真紀
天使女子短期大学衛生看護学科卒業。日本看護協会看
護研修学校認定看護師教育専門課程認知症高齢者看
護学科修了。国家公務員共済連合会幌南病院看護師、
医療法人愛全会愛全病院看護師、同認知症看護認定看
護師兼任、同看護主任などを経て、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）

（たかはし ゆうじ）髙橋 祐司
北海道医学技術専門学校臨床検査技師科卒業。北海
道大学大学院保健科学院修士課程修了、同博士後期
課程単位取得満期退学。札幌市病院局市立札幌病院
検査部生化学検査係、同輸血検査担当係を経て、本学
就任。保健科学博士。

講師

（いずみ たけし）泉 剛
北海道大学医学部卒業。同大学院医学研究科内科系精
神医学専攻博士課程修了。国立十勝療養所精神神経科
勤務、北海道大学医学研究科助手、市立札幌病院静療
院副医長、札幌医務部刑務所保健課長、北海道大学大
学院医学研究科准教授などを経て、本学就任。医学博士。

薬学部教授
（薬理学講座）

（さとう こうすけ）佐藤 浩輔
北海道大学薬学部総合薬学科卒業。同大学院薬学研究
科修士課程修了、東京工業大学大学院生命理工学研究
科博士後期課程修了。米国ジョンズ・ホプキンス大学化学
科博士研究員、北海道大学創薬科学研究教育センター有
機合成医薬学部門助教などを経て、本学就任。理学博士。

薬学部講師
（生命物理科学講座）

（ほそや あきひろ）細矢 明宏
新潟大学歯学部卒業。同大学院歯学研究科歯学臨床
系専攻博士課程修了。同大学歯学部附属病院医員、松
本歯科大学歯学部口腔解剖学第二講座助教、韓国
Yonsei University College of Dentistry海外特別研
究員などを経て、本学就任。歯学博士。

歯学部准教授
（口腔構造・機能発育学系〈組織学分野〉）

（おくむら かずひこ）奥村 一彦
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。本学歯学部口腔外科学第一講座助手、同歯
学部生体機能・病態学系組織再建口腔外科学分野講
師、同准教授などを経て、教授就任。歯学博士。

歯学部教授
（生体機能・病態学系〈組織再建口腔外科学〉）

（あらかわ としや）荒川 俊哉
琉球大学医学部保健学科卒業。徳島大学大学院栄養
学研究科博士前期課程修了、同博士後期課程修了。
Postdoctoral Fellow, Michigan State University, USA、
本学歯学部口腔生化学講座助手、同歯学部口腔生物学
系生化学分野准教授などを経て、教授就任。栄養学博士。

歯学部教授
（口腔生物学系〈生化学〉）




