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大学教育開発センター教授

教授
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新規特任教員

薬学部
歯学部
看護福祉科学部

和田　啓爾
中澤　太

小林　正伸
ハワード・ターノフ

リハビリテーション科学部
予防医療科学センター
認定看護師研修センター

岩瀬　義昭
吉田　純一
樋口　春美

新規選出教員役職者

健康科学研究所長

太田　亨

総合図書館長

千葉　逸朗
薬学部

心理科学部

薬学部学生部副部長

薬学部学生部副部長

心理科学部教務部長

心理科学部教務部副部長

鈴木　一郎
平野　剛
野田　昌道
太田　亨

配置替昇任　昇任教員

（かなざわ かおる）

新任教員

（えもと みほ）

（やなぎ ひろこ）柳 紘子
東京医科歯科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。函館中央病
院耳鼻咽喉科医師、Saford/Burnham　Medical 
Research Institute Intern、北海道大学病院耳鼻咽喉科
医員などを経て、本学就任。医学博士。

予防医療科学センター講師
（医学部門）

（きん さんよん）金 尚永

薬学部講師
（創薬化学講座）

徳島大学薬学部薬学科卒業。同大学院薬科学教育部創
薬科学専攻博士前期課程、同社会人特別選抜修了。
本学薬学部助教を経て、講師昇任。薬学博士。

（とよした よしふみ）豊下 祥史

歯学部准教授
（口腔機能修復・再建学系〈咬合再建補綴学〉）

北海道大学歯学進学課程卒業。同歯学研究科博士課程
修了。北海道大学大学院歯学研究科医員、本学歯学部
口腔機能修復・再建学系咬合再建補綴学分野助教、同
講師、本学歯科医師臨床研修科副科長、同大学院歯学
研究科博士課程講師などを経て、准教授昇任。歯学博士。

（さとう けいじ）佐藤 圭史

大学教育開発センター准教授
歯学部准教授（国際関係論）

文教大学情報学部情報システム学科卒業。筑波大学大学院
地域研究研究科地域研究専攻（ヨーロッパ地域）修士課程修
了。ワルシャワ大学東欧学研究所研究員、グラスゴー大学中
東欧研究所（英国）客員研究員、本学大学教育開発センター・
歯学部講師などを経て、准教授昇任。比較社会文化学博士。

（いとう しゅういち）伊藤 修一

教授
（総合教育学系〈歯学教育開発学〉）

本学歯学部卒業。同大学院歯学研究科博士課程修了。
本学特別研究員、Medical college of Georgia, Department 
of Oral biology研究員、本学歯学部歯科保存学第二講
座講師、同口腔機能修復・再建学系う蝕制御治療学分野
講師、同准教授などを経て、教授昇任。歯学博士。

歯学部講師
（生体機能・病態学系〈歯科麻酔科学〉）

金澤 香
松本歯科大学歯学部歯学科卒業。本学大学院歯学研究
科口腔外科専攻博士課程修了。山形県立日本海病院医
員、北海道医療大学病院（歯科内科クリニック）臨床助
手、本学歯学部生体機能・病態学系歯科麻酔科学分野
助教などを経て、講師昇任。歯学博士。

（こうむら ちかし）幸村 近
旭川医科大学医学部医学科卒業。旭川医科大学医学
部附属病院第一内科医員、Massachusetts General 
Hospital, Research Fellow、滝川市立病院内科医長、
国立病院機構道北病院循環器科医長、市立旭川病院
循環器内科診療部長などを経て、本学就任。医学博士。

教授

教授

江本 美穂
東京医科歯科大学医学部保健衛生学科検査技術学専
攻卒業。北海道大学大学院医学研究科医科学専攻修士
課程、同生体機能学専攻博士課程修了。東京女子医科
大学医学部特任助教、札幌医科大学医学部神経内科研
究支援者などを経て、本学就任。医学博士。

講師

講師
髙橋 祐輔
金沢大学医学部保健学科検査技術科学専攻卒業。金沢
大学大学院医学系研究科保健学専攻博士前期課程、札幌
医科大学大学院医学系研究科博士課程修了。札幌医科
大学附属病院検査部臨床検査技師、札幌医科大学附属病
院検査部医療検査専門員を経て、本学就任。医学博士。

（まつお じゅんじ）松尾 淳司
神戸大学医学部保健学科検査技術科学専攻卒業。同大
学院医学系研究科保健学専攻修士課程修了。北海道大
学医学部保健学科検査技術科学専攻助教、オハイオ州
立大学獣医学部客員研究員、北海道大学大学院保健科
学研究院講師などを経て、本学就任。医学博士。

（こんどう けい）近藤 啓
札幌医学技術福祉専門学校臨床検査技師科卒業。札幌
医科大学大学院医学研究科地域医療人間総合医学専
攻博士課程修了。札幌医科大学技術吏員臨床検査技師、
札幌医科大学技術吏員医療検査専門員を経て、本学就
任。医学博士。

講師

（やまだ かおる）山田 佳緒里
東北労災看護専門学校卒業。本学認定看護師研修センター
感染管理分野、同大学院看護福祉学研究科修士課程感
染看護学専攻NP養成コース感染症看護CNSコース修
了。東北労災病院看護師、本学認定看護師研修センター
実習インストラクター、同非常勤講師などを経て、本学就任。

看護福祉学部講師
（看護学科〈臨床看護学：感染看護学〉）

（さかうえ てつよし）坂上 哲可
札幌医科大学衛生短期大学部作業療法学科卒業。北翔
大学大学院人間福祉学研究科人間福祉学専攻修士課
程修了。クラーク病院作業療法士、北海道脳神経外科記
念病院作業療法士主任、専門学校日本福祉リハビリテー
ション学院作業療法学科学科長などを経て、本学就任。

リハビリテーション科学部准教授
（作業療法学科）

（くどう たかひこ）工藤 俊彦
北海道大学医学部医学科卒業。同大学院医学研究科内
科学専攻博士課程修了。市立稚内病院内科医師、同内
科副医長、米国ベイラー医科大学研究員、市立札幌病院
消化器内科医長、同消化器内科副部長、北海道大学病
院消化器内科講師などを経て、本学就任。医学博士。

予防医療科学センター教授
（医学部門）

（さかい まさと）酒井 正人
札幌医科大学医学部医学科卒業。王子総合病院初期研
修医、北海道大学病院眼科後期研修医、函館中央病院
眼科医師を経て、本学就任。

予防医療科学センター講師
（医学部門）

（はやさか ふみこ）早坂 史子
慶應義塾大学医学部付属厚生女子学院卒業。本学大学
院看護福祉学研究科看護学専攻修士課程修了。慶應義
塾大学病院看護師、医療法人社団苫仁会介護老人保健
施設ライフスプリング桜木看護主任、苫小牧看護専門学
校非常勤講師などを経て、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）

（おかむら としひろ）岡村 敏弘
日本歯科大学新潟歯学部卒業卒業。同大学院歯学研究
科歯科臨床系専攻博士課程修了。北海道生活福祉部保
護課医療専門指導員、本学歯学部非常勤講師、厚生労
働省北海道厚生局医療指導課指導医療官（厚生労働技
官）などを経て、本学就任。歯学博士。

予防医療科学センター教授
（医学部門）

（さいとう あきみち）

（かわの ゆたか）（たかはし ゆうすけ） 河野 豊
札幌医科大学医学部卒業。同大学院医学研究科内科系
専攻内科学（第4）博士課程修了。札幌中央病院医師、
札幌医科大学臨床検査医学講座助教、米国Boston, 
Dana-Farber Cancer Institute Department of Medical 
Oncology博士研究員などを経て、本学就任。医学博士。

予防医療科学センター講師
（医学部門）

齋藤 晶理
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。北海道大学医学部附属病院研修
医、釧路市医師会病院循環器内科医員、市立釧路総合
病院心臓血管内科医長、北海道大学病院循環器内科医
員などを経て、本学就任。医学博士。

予防医療科学センター講師
（医学部門）

看護福祉学部准教授
（看護学科〈母子看護学：母性看護学〉）

（つねた みわ）常田 美和
札幌医科大学保健医療学部看護学科卒業。札幌医科大
学大学院保健医療学研究科修士課程看護学専攻女性
健康看護学分野修了。旭川厚生病院助産師、札幌保健
医療大学看護学部看護学科准教授、放送大学客員准教
授などを経て、本学就任。

薬学部

歯学部

助手（分子生命科学）

助手（薬理学）

助教（口腔機能修復・再建学系〈咬合再建補綴学〉）

助教（生体機能・病態学系〈顎顔面口腔外科学〉）

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〈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〈高度先進補綴学〉）

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（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（看護学科実践基礎看護学）

助教（臨床心理学科）

森 　 宏
遠藤 朋子
竹田 洋輔
原田 文也
松本 光生
渡邉 裕之
金田 研郎
木村 聡
山田 哲郎
熊谷 渉
若林 茉梨絵
富田 侑希
藤田 裕介
米川 弘樹
新見 千穂
河村 麻果

任期制助手
（口腔機能修復・再建学系〈歯周歯内治療学〉）

看護福祉
学部

心理科学部

2


