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教員が有する学位一覧 （令和2年9月1日現在）

 看護学科
氏名 職位 学位 氏名 職位 学位

吉村　弥須子 教授・学科長 博士（看護学） 岩佐　由美 講師 修士（史学）

伊津美　孝子 教授・副学科長 博士（工学） 川添　英利子 講師 修士（看護学）

藤本　陽子 教授・副学科長 学士(社会福祉学) 小西　由起子 講師 修士（看護学）

安部　辰夫 教授 博士（医学） 小林　妙子 講師 修士（心身健康科学）

木田　岩男 教授 博士（医学） 澤田　悦子 講師 学士（学術）

久木元　由紀子 教授 修士(看護学) 髙木　みどり 講師 修士（健康科学）

齋藤　雅子 教授 修士（臨床教育学） 徳島　佐由美 講師 修士（看護学）

白井　文恵 教授 博士（医学） 野田部　恵 講師 修士（看護学）

南部　登志江 教授 博士（教育学） 安井　渚 講師 修士（看護学）

福島　信也 教授 工学士 矢野　貴恵 講師 修士（教育学）

松田　智子 教授 修士（教育学） 越智　奈穂美 助教 修士（看護学）

村上　生美 教授 博士（工学） 樋口　優子 助教 修士（看護学）

森　美侑紀 教授 博士（医学） 宮本　佳子 助教 修士（臨床教育学）

大熊　淳子 准教授 修士（学術） 矢野　秀蔵 助教 修士（看護学）

住田　陽子 准教授 修士(看護学) 松村　比呂子 助手 専門士（医療専門課程）

関口　敏彰 准教授 社会健康医学修士（専門職）

外村　昌子 准教授 修士（看護学）

蓮池　光人 准教授 博士（看護学）

升田　寿賀子 准教授 修士（学術）

森本　喜代美 准教授 博士（看護学）
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		氏名 シメイ		職位 ショクイ		学位				氏名 シメイ		職位 ショクイ		学位

		吉村　弥須子 ヨシムラ ワタル スジ		教授・学科長 キョウジュ ガッカ チョウ		博士（看護学）				岩佐　由美		講師		修士（史学）

		伊津美　孝子 イヅミ タカコ		教授・副学科長 キョウジュ		博士（工学）				川添　英利子		講師		修士（看護学）

		藤本　陽子 フジモト ヨウコ		教授・副学科長 キョウジュ		学士(社会福祉学)				小西　由起子		講師		修士（看護学）

		安部　辰夫 アベ タツオ		教授 キョウジュ		博士（医学）				小林　妙子		講師		修士（心身健康科学）

		木田　岩男 キダ イワオ		教授 キョウジュ		博士（医学）				澤田　悦子 サワダ エツコ		講師		学士（学術）

		久木元　由紀子 クキ モト ユキコ		教授 キョウジュ		修士(看護学)				髙木　みどり タカギ		講師		修士（健康科学）

		齋藤　雅子		教授 キョウジュ		修士（臨床教育学）				徳島　佐由美 トクシマ サ ユ ビ		講師		修士（看護学）

		白井　文恵		教授 キョウジュ		博士（医学）				野田部　恵 ノ タベ メグミ		講師		修士（看護学）

		南部　登志江 ナンブ ノボル シ エ		教授 キョウジュ		博士（教育学）				安井　渚 ヤスイ ナギサ		講師		修士（看護学）

		福島　信也		教授 キョウジュ		工学士				矢野　貴恵		講師		修士（教育学）

		松田　智子		教授 キョウジュ		修士（教育学）				越智　奈穂美 オチ ナ ホ ミ		助教 ジョ キョウ		修士（看護学）

		村上　生美 ムラカミ ナマ ビ		教授 キョウジュ		博士（工学）				樋口　優子 ヒグチ ユウコ		助教 ジョ キョウ		修士（看護学）

		森　美侑紀 モリ ミユキ		教授 キョウジュ		博士（医学）				宮本　佳子 ミヤモト ヨシコ		助教 ジョ キョウ		修士（臨床教育学）

		大熊　淳子		准教授 ジュンキョウジュ		修士（学術）				矢野　秀蔵 ヤノ ヒデゾウ		助教 ジョ キョウ		修士（看護学）

		住田　陽子 スミダ ヨウコ		准教授 ジュンキョウジュ		修士(看護学)				松村　比呂子 マツムラ ヒ ロ コ		助手 ジョシュ		専門士（医療専門課程）

		関口　敏彰 セキグチ トシアキ		准教授 ジュンキョウジュ		社会健康医学修士（専門職）

		外村　昌子 ソトムラ マサコ		准教授 ジュンキョウジュ		修士（看護学）

		蓮池　光人 ハスイケ ヒカリ ヒト		准教授 ジュンキョウジュ		博士（看護学）

		升田　寿賀子 マスダ スガコ		准教授 ジュンキョウジュ		修士（学術）

		森本　喜代美		准教授 ジュンキョウジュ		博士（看護学）

		氏名 シメイ		職位 ショクイ		学位				氏名 シメイ		職位 ショクイ		学位

		三木屋　良輔		教授・学科長 キョウジュ ガッカ チョウ		修士（医科学）				小林　貴代		教授・学科長 キョウジュ ガッカ チョウ		－

		中根　征也 ナカネ セイヤ		教授・副学科長 キョウジュ フク ガッカ チョウ		修士（学術）				松下　太		教授・副学科長 キョウジュ フク ガッカ チョウ		博士（医学）

		青木　元邦		教授 キョウジュ		博士（医学）				伊藤　直子 イトウ ナオコ		教授 キョウジュ		修士（リハビリテーション科学）

		河村　廣幸		教授 キョウジュ		－				橋本　弘子		教授 キョウジュ		博士（保健学）

		北村　清一郎 キタムラ セイイチロウ		教授 キョウジュ		歯学博士				由利　禄巳 ゆり		教授		博士（保健学）

		堀　竜次 ホリ タツ ツギ		教授 キョウジュ		博士（医学）				小川　泰弘		講師 コウシ		博士（保健学）

		松尾　安希子 マツオ		教授 キョウジュ		博士（医学）				中西　一 ハジメ		講師 コウシ		修士（保健学）

		森谷　正之		教授 キョウジュ		博士（歯学）				中村　めぐみ ナカムラ		講師 コウシ		修士（人間健康科学）

		木内　隆裕 キウチ タカヒロ		准教授 ジュン キョウジュ		修士（人間健康科学）				東　泰弘		講師 コウシ		博士（保健学）

		工藤　慎太郎 クドウ シンタロウ		准教授 ジュン キョウジュ		博士（医療科学）				金森　幸 カナモリ ユキ		助教		専門士（医療専門課程）

		澤田　優子 サワダ ユウコ		准教授 ジュン キョウジュ		博士（医学）

		前田　薫		准教授 ジュン キョウジュ		博士（医学）

		角田　晃啓 カクタ アキラ ケイ		講師 コウシ		修士（健康科学）

		仲本　正美 ナカモト マサ		講師 コウシ		博士（医学）

		杉本　圭 スギモト ケイ		助教 ジョ キョウ		修士（学術）

		林　真太郎 ハヤシ シンタロウ		助教		修士（保健医療学） シュウシ ホケン イリョウ ガク

		松尾　浩希 マツオ ヒロ		助教		修士（教育学）

		檜垣　奨 ヒガキ ツトム		助手 ジョシュ		学士（理学療法学）

		平川　正彦 ヒラカワ マサヒコ		助手		学士（理学療法学）

		氏名 シメイ		職位 ショクイ		学位				氏名 シメイ		職位 ショクイ		学位

		脇　英彦 ヒデヒコ		教授・学科長 キョウジュ ガッカ チョウ		博士（保健学）				片山　俊郎 カタヤマ トシロウ		教授・学科長 ガッカ チョウ		博士（工学）

		森　誠司 セイジ		教授・副学科長 キョウジュ フク ガッカ チョウ		博士（保健学）				五十嵐　淳介 イガラシ ジュン スケ		教授		博士（医学）

		川畑　浩久		教授 キョウジュ		博士（医学）				稲田　慎 イナダ シン		教授		博士（工学）

		小林　吉晴		教授 キョウジュ		医学博士				中沢　一雄 ナカザワ カズオ		教授		博士（工学）

		小宮山　恭弘 ヤスヒロ		教授 キョウジュ		博士（生活科学）				加納　寛也 カノウ ヒロシ ヤ		准教授・副学科長 フク ガッカ チョウ		博士（医学）

		竹岡　啓子		教授 キョウジュ		博士（保健学）				辻　義弘 ツジ ヨシヒロ		准教授 ジュンキョウジュ		博士（応用情報科学）

		田路　英作		教授		－				西垣　孝行 ニシガキ タカユキ		准教授 ジュンキョウジュ		博士（応用情報科学）

		前川　佳敬 マエカワ		教授 キョウジュ		博士（医学）				原　良昭 ハラ ヨシアキ		准教授 ジュンキョウジュ		博士（工学）

		由谷　親夫 ユ タニ チカオ		教授 キョウジュ		医学博士				布江田　友理 ヌノ エ タ トモ リ		准教授 ジュンキョウジュ		博士（工学）

		小林　彩香		講師 コウシ		修士（保健学）				藤江　建朗 フジエ ケン ロウ		准教授 ジュンキョウジュ		修士（応用情報科学）

		藤原　牧子		講師 コウシ		修士（医科学）				大久保　さやか		講師		修士（応用情報科学）

		佐伯　康匠		助教 ジョ キョウ		修士（保健学）				信太　宗也		助教		博士（工学）

		関根　将 セキネ ショウ		助教 ジョ キョウ		修士（人間健康科学）

		氏名 シメイ		職位 ショクイ		学位				氏名 シメイ				学位

		小縣　裕二 ショウ アガタ ユウジ		教授・学科長 キョウジュ ガッカ チョウ		博士（保健学）				鍋田　智之 ナベタ トモユキ		教授・学科長 キョウジュ ガッカ チョウ		修士（保健医療学）

		山口　功		教授・副学科長 フク ガッカ チョウ		博士（保健学）				中原　英博		教授・副学科長 キョウジュ フク ガッカ チョウ		博士（医学）

		大西　英雄		教授 キョウジュ		博士（医学）				阿部　秀高 アベ ヒデタカ		教授		修士（学校教育学）

		奥村　雅彦		教授 キョウジュ		博士（医療技術学）				井手口　範男 イデグチ ノリオ		教授		修士（人間科学）

		船橋　正夫		教授 キョウジュ		学士（保健衛生学）				老田　準司 オイタ ジュンジ		教授		教育学士

		三木　宏文 ミキ ヒロフミ		教授 キョウジュ		博士（医学）				尾﨑　朋文 サキ		教授		学士(法学)

		今井　信也		准教授		博士（医学）				中田　敬吾		教授		医学博士

		垣本　晃宏		講師		博士（医学）				仲西　宏元 ナカニシ ヒロモト		教授		博士（医学）

		武本　渚		助教		修士（保健学）				藤重　仁子		教授 キョウジュ		博士（言語文化学）

		山畑　飛鳥		助教		修士（保健学）				安田　実		教授		修士（大学アドミニストレーション）

										山下　仁		教授		博士（保健学）

										松熊　秀明		准教授・副学科長 ジュン キョウジュ フク ガッカ チョウ		博士（鍼灸学）

										熊野　弘子		准教授		博士（文化交渉学）

										増山　祥子		准教授 ジュン キョウジュ		修士（心身健康科学）

										佐野　加奈絵 サノ カ ナ エ		講師		博士（スポーツ科学）

										髙﨑　雷太 タカサキ ライタ		講師 コウシ		修士（保健医療学）

										高橋　秀郎 タカハシ ヒデ ロウ		講師 コウシ		修士（学術）

										辻　涼太 ツジ リョウタ		講師 コウシ		修士（保健医療学）

										辻丸　泰永		講師 コウシ		学士（法学）

										長尾　晋宏 ナガオ シン ヒロシ		講師		修士（文学）

										伊奈　新太郎 イ ナ シンタロウ		助教		修士（体育学）

										仲村　正子 ナカムラ マサコ		助教		修士（鍼灸学）

										信江　彩加 ノブエ アヤカ		助教 ジョ キョウ		修士（スポーツ科学）

										堀川　奈央 ホリカワ ナ オウ		助教 ジョ キョウ		修士（保健医療学）

										橋垣　志帆		助手		修士（保健医療学）

		氏名 シメイ		職位 ショクイ		学位

		山下　仁		保健医療学研究科長・保健医療学研究科　保健医療学専攻長 ホケン イリョウ ガク ケンキュウ カチョウ		博士（保健学）

		青木　元邦 アオキ モトクニ		保健医療学研究科　医療科学専攻長 ホケン イリョウ ガク ケンキュウ カ イリョウ カガク センコウ チョウ		博士（医学）

		吉村　弥須子 ヨシムラ ワタル スジ		保健医療学研究科　看護学専攻長 ホケンイリョウガクケンキュウカ カンゴガク センコウ チョウ		博士（看護学）

		上田　喜敏		（修士課程）教授		博士（工学）

		上田　真喜子 ウエダ マキコ		（修士課程）教授		医学博士

		荻原　俊男		（修士課程）教授		医学博士

		金尾　顕郎		（修士課程）教授		博士（医学）

		久保　忠彦 クボ タダヒコ		（修士課程）教授		博士（医学）

		長野　仁 ナガノ ヒトシ		（修士課程）教授		修士（鍼灸学）

		吉岡　敏治		（修士課程）教授		医学博士

		氏名 シメイ		職位 ショクイ		学位

		中西　伸子 ナカニシ ノブコ		助産学専攻科教授・専攻科長 センコウ カチョウ		博士（看護学）

		塚田　桃代 ツカダ モモヨ		助産学専攻科講師 コウシ		修士（看護学）

		西川　美樹 ニシカワ ミキ		助産学専攻科講師		修士（看護学）

		三宅　知里		助産学専攻科助教		修士（看護学）

		氏名 シメイ		職位 ショクイ		学位

		横山　浩之		鍼灸情報ｾﾝﾀｰ准教授 シンキュウ ジョウホウ ジュン キョウジュ		学士(鍼灸学)

		大川　祐世 オオカワ ユウ セ		鍼灸情報ｾﾝﾀｰ助教		修士（保健医療学）
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		氏名 シメイ				学位

		山下　仁		保健医療学研究科長・保健医療学研究科　保健医療学専攻長 ホケン イリョウ ガク ケンキュウ カチョウ		博士（保健学）

		青木　元邦 アオキ モトクニ		保健医療学研究科　医療科学専攻長 ホケン イリョウ ガク ケンキュウ カ イリョウ カガク センコウ チョウ		博士（医学）

		吉村　弥須子 ヨシムラ ワタル スジ		保健医療学研究科　看護学専攻長 ホケンイリョウガクケンキュウカ カンゴガク センコウ チョウ		博士（看護学）

		上田　喜敏		（修士課程）教授		博士（工学）

		上田　真喜子 ウエダ マキコ		（修士課程）教授		医学博士

		荻原　俊男		（修士課程）教授		医学博士

		金尾　顕郎		（修士課程）教授		博士（医学）

		久保　忠彦 クボ タダヒコ		（修士課程）教授		博士（医学）

		長野　仁 ナガノ ヒトシ		（修士課程）教授		修士（鍼灸学）

		吉岡　敏治		（修士課程）教授		医学博士
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		20200901大学教職員名簿 ダイガク キョウ ショクイン メイボ

		№		職員番号 ショクイン バンゴウ		氏名 シメイ		ふりがな				2019年度情報公表データ ネン ド ジョウホウ コウヒョウ

		兼 ケン		00378		山下　仁		やました　ひとし		保健医療学研究科長 ホケン イリョウ ガク ケンキュウ カチョウ		博士（保健学）

		兼 ケン		00354		青木　元邦 アオキ モトクニ		あおき　もとくに		保健医療学研究科　医療科学専攻長 ホケン イリョウ ガク ケンキュウ カ イリョウ カガク センコウ チョウ		博士（医学）

		兼 ケン		00378		山下　仁		やました　ひとし		保健医療学研究科　保健医療学専攻長 ホケン イリョウ ガク ケンキュウ カ ホケン イリョウ ガク センコウ チョウ		博士（保健学）

		兼 ケン		00594		吉村　弥須子 ヨシムラ ワタル スジ		よしむら　やすこ		保健医療学研究科　看護学専攻長 ホケンイリョウガクケンキュウカ カンゴガク センコウ チョウ		博士（看護学）

		1		00348		上田　喜敏		うえだ　ひさとし		保健医療学専攻（修士課程）教授		博士（工学）

		2		00899		上田　真喜子 ウエダ マキコ		うえだ　まきこ		保健医療学専攻（修士課程）教授		医学博士

		3		00584		荻原　俊男		おぎはら　としお		保健医療学専攻（修士課程）教授		医学博士

		4		00377		金尾　顕郎		かなお　けんろう		保健医療学専攻（修士課程）教授		博士（医学）

		兼 ケン		01332		久保　忠彦 クボ タダヒコ		くぼ　ただひこ		保健医療学専攻（修士課程）教授		博士（医学）

		5		00125		長野　仁 ナガノ ヒトシ		ながの　ひとし		保健医療学専攻（修士課程）教授		修士（鍼灸学）

		6		00912		吉岡　敏治		よしおか　としはる		保健医療学専攻（修士課程）教授		医学博士

		№		職員番号 ショクイン バンゴウ		氏名 シメイ		ふりがな				学位

		1		00573		鍋田　智之 ナベタ トモユキ		なべた　ともゆき		鍼灸学科教授・学科長 シンキュウ ガッカ キョウジュ ガッカ チョウ		修士（保健医療学）

		2		00386		中原　英博		なかはら　ひでひろ		鍼灸学科教授・副学科長 シンキュウ ガッカ キョウジュ フク ガッカ チョウ		博士（医学）

		3		01122		阿部　秀高 アベ ヒデタカ		あべ　ひでたか		鍼灸学科教授 シンキュウ		修士（学校教育学）

		4		00896		井手口　範男 イデグチ ノリオ		いでぐち　のりお		鍼灸学科教授 シンキュウ ガッカ		修士（人間科学）

		5		00696		老田　準司 オイタ ジュンジ		おいた　じゅんじ		鍼灸学科教授 シンキュウ ガッカ		教育学士

		6		00018		尾﨑　朋文 サキ		おざき　ともふみ		鍼灸学科教授 シンキュウ ガッカ		学士(法学)

		7		00103		中田　敬吾		なかた　けいご		鍼灸学科教授 シンキュウ ガッカ		医学博士

		8		00362		仲西　宏元 ナカニシ ヒロモト		なかにし　ひろもと		鍼灸学科教授 シンキュウ ガッカ		博士（医学）

		9		00138		藤重　仁子		ふじしげ　ひとこ		鍼灸学科教授 シンキュウ ガッカ キョウジュ		博士（言語文化学）

		10		00035		安田　実		やすだ　みのる		鍼灸学科教授 シンキュウ ガッカ		修士（大学アドミニストレーション）

		11		00378		山下　仁		やました　ひとし		鍼灸学科教授 シンキュウ ガッカ		博士（保健学）

		12		00259		松熊　秀明		まつくま　ひであき		鍼灸学科准教授・副学科長 シンキュウ ガッカ ジュン キョウジュ フク ガッカ チョウ		博士（鍼灸学）

		13		01293		熊野　弘子		くまの ひろこ		鍼灸学科准教授		博士（文化交渉学）

		14		00352		増山　祥子		ますやま　しょうこ		鍼灸学科准教授 シンキュウ ガッカ ジュン キョウジュ		修士（心身健康科学）

		15		01137		佐野　加奈絵 サノ カ ナ エ		さの　かなえ		鍼灸学科講師		博士（スポーツ科学）

		16		00641		髙﨑　雷太 タカサキ ライタ		たかさき　らいた		鍼灸学科講師 シンキュウ ガッカ コウシ		修士（保健医療学）

		17		00233		高橋　秀郎 タカハシ ヒデ ロウ		たかはし　ひでろう		鍼灸学科講師 シンキュウ ガッカ コウシ		修士（学術）

		18		00435		辻　涼太 ツジ リョウタ		つじ　りょうた		鍼灸学科講師 シンキュウ ガッカ コウシ		修士（保健医療学）

		19		00316		辻丸　泰永		つじまる　やすのり		鍼灸学科講師 シンキュウ ガッカ コウシ		学士（法学）

		20		01049		長尾　晋宏 ナガオ シン ヒロシ		ながお　くにひろ		鍼灸学科講師 シンキュウ ガッカ		修士（文学）

		21		01138		伊奈　新太郎 イ ナ シンタロウ		いな　しんたろう		鍼灸学科助教		修士（体育学）

		22		01119		仲村　正子 ナカムラ マサコ		なかむら　まさこ		鍼灸学科助教		修士（鍼灸学）

		23		01208		信江　彩加 ノブエ アヤカ		のぶえ　あやか		鍼灸学科助教 シンキュウ ガッカ ジョ キョウ		修士（スポーツ科学）

		24		00855		堀川　奈央 ホリカワ ナ オウ		ほりかわ　なお		鍼灸学科助教 シンキュウ ガッカ ジョ キョウ		修士（保健医療学）

		25		01167		橋垣　志帆		はしがき　しほ		鍼灸学科助手		修士（保健医療学）

		№		職員番号 ショクイン バンゴウ		氏名 シメイ		ふりがな				学位

		1		00133		横山　浩之		よこやま　ひろゆき		鍼灸情報ｾﾝﾀｰ准教授 シンキュウ ジョウホウ ジュン キョウジュ		学士(鍼灸学)

		2		00718		大川　祐世 オオカワ ユウ セ		おおかわ　ゆうせ		鍼灸情報ｾﾝﾀｰ助教		修士（保健医療学）

		№		職員番号 ショクイン バンゴウ		氏名 シメイ		ふりがな				学位

		1		00347		三木屋　良輔		みきや　りょうすけ		理学療法学科教授・学科長 リガク リョウホウ ガッカ キョウジュ ガッカ チョウ		修士（医科学）

		2		00858		中根　征也 ナカネ セイヤ		なかね　せいや		理学療法学科教授・副学科長 リガク リョウホウ ガッカ キョウジュ フク ガッカ チョウ		修士（学術）

		3		00354		青木　元邦		あおき　もとくに		理学療法学科教授 リガク リョウホウ ガッカ キョウジュ		博士（医学）

		4		00388		河村　廣幸		かわむら　ひろゆき		理学療法学科教授 リガク リョウホウ ガッカ キョウジュ		－

		5		00395		北村　清一郎 キタムラ セイイチロウ		きたむら　せいいちろう		理学療法学科教授 リガク リョウホウ ガッカ キョウジュ		歯学博士

		6		00974		堀　竜次 ホリ タツ ツギ		ほり　りゅうじ		理学療法学科教授 リガク リョウホウ ガッカ キョウジュ		博士（医学）

		7		01005		松尾　安希子 マツオ		まつお　あきこ		理学療法学科教授 リガク リョウホウ ガッカ キョウジュ		博士（医学）

		8		00160		森谷　正之		もりたに　まさゆき		理学療法学科教授 リガク リョウホウ ガッカ キョウジュ		博士（歯学）

		9		00754		木内　隆裕 キウチ タカヒロ		きない　たかひろ		理学療法学科准教授 リガク リョウホウ ガッカ ジュン キョウジュ		修士（人間健康科学）

		10		00829		工藤　慎太郎 クドウ シンタロウ		くどう　しんたろう		理学療法学科准教授 リガク リョウホウ ガッカ ジュン キョウジュ		博士（医療科学）

		11		00655		澤田　優子 サワダ ユウコ		さわだ　ゆうこ		理学療法学科准教授 リガク リョウホウ ガッカ ジュン キョウジュ		博士（医学）

		12		00355		前田　薫		まえだ　かおる		理学療法学科准教授 リガク リョウホウ ガッカ ジュン キョウジュ		博士（医学）

		13		00427		角田　晃啓 カクタ アキラ ケイ		かくだ　あきひろ		理学療法学科講師 リガク リョウホウ ガッカ コウシ		修士（健康科学）

		14		00699		仲本　正美 ナカモト マサ		なかもと　まさみ		理学療法学科講師 リガク リョウホウ ガッカ コウシ		博士（医学）

		15		01050		杉本　圭 スギモト ケイ		すぎもと　けい		理学療法学科助教 リガク リョウホウ ガッカ ジョ キョウ		修士（学術）

		16		01209		林　真太郎 ハヤシ シンタロウ		はやし　しんたろう		理学療法学科助教		修士（保健医療学） シュウシ ホケン イリョウ ガク

		17		01120		松尾　浩希 マツオ ヒロ		まつお　ひろき		理学療法学科助教		修士（教育学）

		18		01210		檜垣　奨 ヒガキ ツトム		ひがき　つとむ		理学療法学科助手 ジョシュ		学士（理学療法学）

		19		01139		平川　正彦 ヒラカワ マサヒコ		ひらかわ　まさひこ		理学療法学科助手		学士（理学療法学）

		№		職員番号 ショクイン バンゴウ		氏名 シメイ		ふりがな				学位

		1		00594		吉村　弥須子 ヨシムラ ワタル スジ		よしむら　やすこ		看護学科教授・学科長 カンゴ ガッカ キョウジュ ガッカ チョウ		博士（看護学）

		2		00587		伊津美　孝子 イヅミ タカコ		いづみ　たかこ		看護学科教授・副学科長 カンゴ ガッカ キョウジュ		博士（工学）

		3		00603		藤本　陽子 フジモト ヨウコ		ふじもと　ようこ		看護学科教授・副学科長 カンゴ ガッカ キョウジュ		学士(社会福祉学)

		4		00393		安部　辰夫 アベ タツオ		あべ　たつお		看護学科教授 カンゴ ガッカ キョウジュ		博士（医学）

		5		00438		木田　岩男 キダ イワオ		きだ　いわお		看護学科教授 カンゴ ガッカ キョウジュ		博士（医学）

		6		00892		久木元　由紀子 クキ モト ユキコ		くきもと　ゆきこ		看護学科教授 カンゴ ガッカ キョウジュ		修士(看護学)

		7		01297		齋藤　雅子		さいとう まさこ		看護学科教授 カンゴ ガッカ キョウジュ		修士（臨床教育学）

		8		01302		白井　文恵		しらい ふみえ		看護学科教授 カンゴ ガッカ キョウジュ		博士（医学）

		9		01211		南部　登志江 ナンブ ノボル シ エ		なんぶ　としえ		看護学科教授 カンゴ ガッカ キョウジュ		博士（教育学）

		10		00987		福島　信也		ふくしま　のぶや		看護学科教授 カンゴ ガッカ キョウジュ		工学士

		11		01109		松田　智子		まつだ　ともこ		看護学科教授 カンゴ ガッカ キョウジュ		修士（教育学）

		12		00502		村上　生美 ムラカミ ナマ ビ		むらかみ　いくみ		看護学科教授 カンゴ ガッカ キョウジュ		博士（工学）

		13		00217		森　美侑紀 モリ ミユキ		もり　みゆき		看護学科教授 カンゴ ガッカ キョウジュ		博士（医学）

		14		01296		大熊　淳子		おおくま　あつこ		看護学科准教授 カンゴ ガッカ ジュンキョウジュ		修士（学術）

		15		00595		住田　陽子 スミダ ヨウコ		すみだ　ようこ		看護学科准教授 カンゴ ガッカ ジュンキョウジュ		修士(看護学)

		16		00831		関口　敏彰 セキグチ トシアキ		せきぐち　としあき		看護学科准教授 カンゴ ガッカ ジュンキョウジュ		社会健康医学修士（専門職）

		17		00749		外村　昌子 ソトムラ マサコ		そとむら　まさこ		看護学科准教授 カンゴ ガッカ ジュンキョウジュ		修士（看護学）

		18		00895		蓮池　光人 ハスイケ ヒカリ ヒト		はすいけ　みつと		看護学科准教授 カンゴ ガッカ ジュンキョウジュ		博士（看護学）

		19		00891		升田　寿賀子 マスダ スガコ		ますだ　すがこ		看護学科准教授 カンゴ ガッカ ジュンキョウジュ		修士（学術）

		20		01304		森本　喜代美		もりもと　きよみ		看護学科准教授 カンゴ ガッカ ジュンキョウジュ		博士（看護学）

		21		01306		岩佐　由美		いわさ　ゆみ		看護学科講師		修士（史学）

		22		01298		川添　英利子		かわぞえ　えりこ		看護学科講師		修士（看護学）

		23		01294		小西　由起子		こにし　ゆきこ		看護学科講師		修士（看護学）

		24		01305		小林　妙子		こばやし　たえこ		看護学科講師		修士（心身健康科学）

		25		01142		澤田　悦子 サワダ エツコ		さわだ　えつこ		看護学科講師		学士（学術）

		26		01212		髙木　みどり タカギ		たかぎ　みどり		看護学科講師		修士（健康科学）

		27		00967		徳島　佐由美 トクシマ サ ユ ビ		とくしま　さゆみ		看護学科講師		修士（看護学）

		28		01271		野田部　恵 ノ タベ メグミ		のたべ　めぐみ		看護学科講師		修士（看護学）

		29		01124		安井　渚 ヤスイ ナギサ		やすい　なぎさ		看護学科講師		修士（看護学）

		30		01323		矢野　貴恵		やの　たかみ		看護学科講師		修士（教育学）

		31		01143		越智　奈穂美 オチ ナ ホ ミ		おち　なおみ		看護学科助教 カンゴ ガッカ ジョ キョウ		修士（看護学）

		32		01214		樋口　優子 ヒグチ ユウコ		ひぐち　ゆうこ		看護学科助教 カンゴ ガッカ ジョ キョウ		修士（看護学）

		33		01215		宮本　佳子 ミヤモト ヨシコ		みやもと　よしこ		看護学科助教 カンゴ ガッカ ジョ キョウ		修士（臨床教育学）

		34		01216		矢野　秀蔵 ヤノ ヒデゾウ		やの　しゅうぞう		看護学科助教 カンゴ ガッカ ジョ キョウ		修士（看護学）

		35		01230		松村　比呂子 マツムラ ヒ ロ コ		まつむら　ひろこ		看護学科助手 カンゴ ガッカ ジョシュ		専門士（医療専門課程）

		№		職員番号 ショクイン バンゴウ		氏名 シメイ		ふりがな				学位

		1		01125		中西　伸子 ナカニシ ノブコ		なかにし　のぶこ		助産学専攻科教授・専攻科長 センコウ カチョウ		博士（看護学）

		2		01217		塚田　桃代 ツカダ モモヨ		つかだ　ももよ		助産学専攻科講師 コウシ		修士（看護学）

		3		01147		西川　美樹 ニシカワ ミキ		にしかわ　みき		助産学専攻科講師		修士（看護学）

		4		01301		三宅　知里		みやけ　ちさと		助産学専攻科助教		修士（看護学）

		№		職員番号 ショクイン バンゴウ		氏名 シメイ		ふりがな				学位

		1		00416		小林　貴代		こばやし　きよ		作業療法学科教授・学科長 サギョウ リョウホウ ガッカ キョウジュ ガッカ チョウ		－

		2		00971		松下　太		まつした　ふとし		作業療法学科教授・副学科長 サギョウ リョウホウ ガッカ キョウジュ フク ガッカ チョウ		博士（医学）

		3		00940		伊藤　直子 イトウ ナオコ		いとう　なおこ		作業療法学科教授 サギョウ リョウホウ ガッカ キョウジュ		修士（リハビリテーション科学）

		4		00910		橋本　弘子		はしもと　ひろこ		作業療法学科教授 サギョウ リョウホウ ガッカ キョウジュ		博士（保健学）

		5		01300		由利　禄巳 ゆり		ゆり　よしみ		作業療法学科教授		博士（保健学）

		6		01256		小川　泰弘		おがわ　やすひろ		作業療法学科講師 コウシ		博士（保健学）

		7		00973		中西　一 ハジメ		なかにし　はじめ		作業療法学科講師 サギョウ リョウホウ ガッカ コウシ		修士（保健学）

		8		00941		中村　めぐみ ナカムラ		なかむら　めぐみ		作業療法学科講師 サギョウ リョウホウ ガッカ コウシ		修士（人間健康科学）

		9		01254		東　泰弘		ひがし　やすひろ		作業療法学科講師 コウシ		博士（保健学）

		10		01121		金森　幸 カナモリ ユキ		かなもり　みゆき		作業療法学科助教		専門士（医療専門課程）

		№		職員番号 ショクイン バンゴウ		氏名 シメイ		ふりがな				学位

		1		00977		脇　英彦 ヒデヒコ		わき　ひでひこ		臨床検査学科教授・学科長 リンショウ ケンサ ガッカ キョウジュ ガッカ チョウ		博士（保健学）

		2		00976		森　誠司 セイジ		もり　せいじ		臨床検査学科教授・副学科長 リンショウ ケンサ ガッカ キョウジュ フク ガッカ チョウ		博士（保健学）

		退職 タイショク		01200		河口　直正 カワグチ ナオマサ		かわぐち　なおまさ		-		博士（医学）

		3		00106		川畑　浩久		かわはた　ひろひさ		臨床検査学科教授 リンショウ ケンサ ガッカ キョウジュ		博士（医学）

		4		00980		小林　吉晴		こばやし　よしはる		臨床検査学科教授 リンショウ ケンサ ガッカ キョウジュ		医学博士

		5		00979		小宮山　恭弘 ヤスヒロ		こみやま　やすひろ		臨床検査学科教授 リンショウ ケンサ ガッカ キョウジュ		博士（生活科学）

		6		00978		竹岡　啓子		たけおか　けいこ		臨床検査学科教授 リンショウ ケンサ ガッカ キョウジュ		博士（保健学）

		7		01295		田路　英作		とうじ　えいさく		臨床検査学科教授		－

		8		00984		前川　佳敬 マエカワ		まえかわ　よしひろ		臨床検査学科教授 リンショウ ケンサ ガッカ キョウジュ		博士（医学）

		9		01219		由谷　親夫 ユ タニ チカオ		ゆたに　ちかお		臨床検査学科教授 リンショウ ケンサ ガッカ キョウジュ		医学博士

		10		00983		小林　彩香		こばやし　あやか		臨床検査学科講師 リンショウ ケンサ ガッカ コウシ		修士（保健学）

		11		00981		藤原　牧子		ふじわら　まきこ		臨床検査学科講師 リンショウ ケンサ ガッカ コウシ		修士（医科学）

		12		00982		佐伯　康匠		さえき　こうぞう		臨床検査学科助教 リンショウ ケンサ ガッカ ジョ キョウ		修士（保健学）

		13		01207		関根　将 セキネ ショウ		せきね　しょう		臨床検査学科助教 リンショウ ケンサ ガッカ ジョ キョウ		修士（人間健康科学）

		№		職員番号 ショクイン バンゴウ		氏名 シメイ		ふりがな				学位

		1		01001		片山　俊郎 カタヤマ トシロウ		かたやま　としろう		臨床工学科教授・学科長 ガッカ チョウ		博士（工学）

		2		01048		五十嵐　淳介 イガラシ ジュン スケ		いがらし　じゅんすけ		臨床工学科教授		博士（医学）

		3		01126		稲田　慎 イナダ シン		いなだ　しん		臨床工学科教授		博士（工学）

		4		01127		中沢　一雄 ナカザワ カズオ		なかざわ　かずお		臨床工学科教授		博士（工学）

		5		01128		加納　寛也 カノウ ヒロシ ヤ		かのう　ひろや		臨床工学科准教授・副学科長 フク ガッカ チョウ		博士（医学）

		6		01130		辻　義弘 ツジ ヨシヒロ		つじ　よしひろ		臨床工学科准教授 ジュンキョウジュ		博士（応用情報科学）

		7		01136		西垣　孝行 ニシガキ タカユキ		にしがき　たかゆき		臨床工学科准教授 ジュンキョウジュ		博士（応用情報科学）

		8		01129		原　良昭 ハラ ヨシアキ		はら　よしあき		臨床工学科准教授 ジュンキョウジュ		博士（工学）

		9		01113		布江田　友理 ヌノ エ タ トモ リ		ふえだ　ゆり		臨床工学科准教授 ジュンキョウジュ		博士（工学）

		10		01131		藤江　建朗 フジエ ケン ロウ		ふじえ　たつろう		臨床工学科准教授 ジュンキョウジュ		修士（応用情報科学）

		11		01299		大久保　さやか		おおくぼ　さやか		臨床工学科講師		修士（応用情報科学）

		12		01303		信太　宗也		しだ　しゅうや		臨床工学科助教		博士（工学）

		№		職員番号 ショクイン バンゴウ		氏名 シメイ		ふりがな				学位

		1		01218		小縣　裕二 ショウ アガタ ユウジ		おがた　ゆうじ		診療放射線学科教授・学科長 シンリョウホウシャセンガッカ キョウジュ ガッカ チョウ		博士（保健学）

		2		01290		山口　功		やまぐち　いさお		診療放射線学科教授・副学科長 フク ガッカ チョウ		博士（保健学）

		3		01289		大西　英雄		おおにし　ひでお		診療放射線学科教授 シンリョウホウシャセンガッカ キョウジュ		博士（医学）

		4		01292		奥村　雅彦		おくむら　まさひこ		診療放射線学科教授 シンリョウホウシャセンガッカ キョウジュ		博士（医療技術学）

		5		01288		船橋　正夫		ふなはし　まさお		診療放射線学科教授 シンリョウホウシャセンガッカ キョウジュ		学士（保健衛生学）

		6		01118		三木　宏文 ミキ ヒロフミ		みき　ひろふみ		診療放射線学科教授 シンリョウホウシャセンガッカ キョウジュ		博士（医学）

		7		01285		今井　信也		いまい　しんや		診療放射線学科准教授		博士（医学）

		8		01287		垣本　晃宏		かきもと　あきひろ		診療放射線学科講師		博士（医学）

		9		01286		武本　渚		たけもと　なぎさ		診療放射線学科助教		修士（保健学）

		10		01291		山畑　飛鳥		やまはた　あすか		診療放射線学科助教		修士（保健学）







教員が有する学位一覧 （令和2年9月1日現在）

 理学療法学科  作業療法学科
氏名 職位 学位 氏名 職位 学位

三木屋　良輔 教授・学科長 修士（医科学） 小林　貴代 教授・学科長 －

中根　征也 教授・副学科長 修士（学術） 松下　太 教授・副学科長 博士（医学）

青木　元邦 教授 博士（医学） 伊藤　直子 教授 修士（リハビリテーション科学）

河村　廣幸 教授 － 橋本　弘子 教授 博士（保健学）

北村　清一郎 教授 歯学博士 由利　禄巳 教授 博士（保健学）

堀　竜次 教授 博士（医学） 小川　泰弘 講師 博士（保健学）

松尾　安希子 教授 博士（医学） 中西　一 講師 修士（保健学）

森谷　正之 教授 博士（歯学） 中村　めぐみ 講師 修士（人間健康科学）

木内　隆裕 准教授 修士（人間健康科学） 東　泰弘 講師 博士（保健学）

工藤　慎太郎 准教授 博士（医療科学） 金森　幸 助教 専門士（医療専門課程）

澤田　優子 准教授 博士（医学）

前田　薫 准教授 博士（医学）

角田　晃啓 講師 修士（健康科学）

仲本　正美 講師 博士（医学）

杉本　圭 助教 修士（学術）

林　真太郎 助教 修士（保健医療学）

松尾　浩希 助教 修士（教育学）

檜垣　奨 助手 学士（理学療法学）

平川　正彦 助手 学士（理学療法学）


Sheet2

		氏名 シメイ		職位 ショクイ		学位				氏名 シメイ		職位 ショクイ		学位

		吉村　弥須子 ヨシムラ ワタル スジ		教授・学科長 キョウジュ ガッカ チョウ		博士（看護学）				岩佐　由美		講師		修士（史学）

		伊津美　孝子 イヅミ タカコ		教授・副学科長 キョウジュ		博士（工学）				川添　英利子		講師		修士（看護学）

		藤本　陽子 フジモト ヨウコ		教授・副学科長 キョウジュ		学士(社会福祉学)				小西　由起子		講師		修士（看護学）

		安部　辰夫 アベ タツオ		教授 キョウジュ		博士（医学）				小林　妙子		講師		修士（心身健康科学）

		木田　岩男 キダ イワオ		教授 キョウジュ		博士（医学）				澤田　悦子 サワダ エツコ		講師		学士（学術）

		久木元　由紀子 クキ モト ユキコ		教授 キョウジュ		修士(看護学)				髙木　みどり タカギ		講師		修士（健康科学）

		齋藤　雅子		教授 キョウジュ		修士（臨床教育学）				徳島　佐由美 トクシマ サ ユ ビ		講師		修士（看護学）

		白井　文恵		教授 キョウジュ		博士（医学）				野田部　恵 ノ タベ メグミ		講師		修士（看護学）

		南部　登志江 ナンブ ノボル シ エ		教授 キョウジュ		博士（教育学）				安井　渚 ヤスイ ナギサ		講師		修士（看護学）

		福島　信也		教授 キョウジュ		工学士				矢野　貴恵		講師		修士（教育学）

		松田　智子		教授 キョウジュ		修士（教育学）				越智　奈穂美 オチ ナ ホ ミ		助教 ジョ キョウ		修士（看護学）

		村上　生美 ムラカミ ナマ ビ		教授 キョウジュ		博士（工学）				樋口　優子 ヒグチ ユウコ		助教 ジョ キョウ		修士（看護学）

		森　美侑紀 モリ ミユキ		教授 キョウジュ		博士（医学）				宮本　佳子 ミヤモト ヨシコ		助教 ジョ キョウ		修士（臨床教育学）

		大熊　淳子		准教授 ジュンキョウジュ		修士（学術）				矢野　秀蔵 ヤノ ヒデゾウ		助教 ジョ キョウ		修士（看護学）

		住田　陽子 スミダ ヨウコ		准教授 ジュンキョウジュ		修士(看護学)				松村　比呂子 マツムラ ヒ ロ コ		助手 ジョシュ		専門士（医療専門課程）

		関口　敏彰 セキグチ トシアキ		准教授 ジュンキョウジュ		社会健康医学修士（専門職）

		外村　昌子 ソトムラ マサコ		准教授 ジュンキョウジュ		修士（看護学）

		蓮池　光人 ハスイケ ヒカリ ヒト		准教授 ジュンキョウジュ		博士（看護学）

		升田　寿賀子 マスダ スガコ		准教授 ジュンキョウジュ		修士（学術）

		森本　喜代美		准教授 ジュンキョウジュ		博士（看護学）

		氏名 シメイ		職位 ショクイ		学位				氏名 シメイ		職位 ショクイ		学位

		三木屋　良輔		教授・学科長 キョウジュ ガッカ チョウ		修士（医科学）				小林　貴代		教授・学科長 キョウジュ ガッカ チョウ		－

		中根　征也 ナカネ セイヤ		教授・副学科長 キョウジュ フク ガッカ チョウ		修士（学術）				松下　太		教授・副学科長 キョウジュ フク ガッカ チョウ		博士（医学）

		青木　元邦		教授 キョウジュ		博士（医学）				伊藤　直子 イトウ ナオコ		教授 キョウジュ		修士（リハビリテーション科学）

		河村　廣幸		教授 キョウジュ		－				橋本　弘子		教授 キョウジュ		博士（保健学）

		北村　清一郎 キタムラ セイイチロウ		教授 キョウジュ		歯学博士				由利　禄巳 ゆり		教授		博士（保健学）

		堀　竜次 ホリ タツ ツギ		教授 キョウジュ		博士（医学）				小川　泰弘		講師 コウシ		博士（保健学）

		松尾　安希子 マツオ		教授 キョウジュ		博士（医学）				中西　一 ハジメ		講師 コウシ		修士（保健学）

		森谷　正之		教授 キョウジュ		博士（歯学）				中村　めぐみ ナカムラ		講師 コウシ		修士（人間健康科学）

		木内　隆裕 キウチ タカヒロ		准教授 ジュン キョウジュ		修士（人間健康科学）				東　泰弘		講師 コウシ		博士（保健学）

		工藤　慎太郎 クドウ シンタロウ		准教授 ジュン キョウジュ		博士（医療科学）				金森　幸 カナモリ ユキ		助教		専門士（医療専門課程）

		澤田　優子 サワダ ユウコ		准教授 ジュン キョウジュ		博士（医学）

		前田　薫		准教授 ジュン キョウジュ		博士（医学）

		角田　晃啓 カクタ アキラ ケイ		講師 コウシ		修士（健康科学）

		仲本　正美 ナカモト マサ		講師 コウシ		博士（医学）

		杉本　圭 スギモト ケイ		助教 ジョ キョウ		修士（学術）

		林　真太郎 ハヤシ シンタロウ		助教		修士（保健医療学） シュウシ ホケン イリョウ ガク

		松尾　浩希 マツオ ヒロ		助教		修士（教育学）

		檜垣　奨 ヒガキ ツトム		助手 ジョシュ		学士（理学療法学）

		平川　正彦 ヒラカワ マサヒコ		助手		学士（理学療法学）

		氏名 シメイ		職位 ショクイ		学位				氏名 シメイ		職位 ショクイ		学位

		脇　英彦 ヒデヒコ		教授・学科長 キョウジュ ガッカ チョウ		博士（保健学）				片山　俊郎 カタヤマ トシロウ		教授・学科長 ガッカ チョウ		博士（工学）

		森　誠司 セイジ		教授・副学科長 キョウジュ フク ガッカ チョウ		博士（保健学）				五十嵐　淳介 イガラシ ジュン スケ		教授		博士（医学）

		川畑　浩久		教授 キョウジュ		博士（医学）				稲田　慎 イナダ シン		教授		博士（工学）

		小林　吉晴		教授 キョウジュ		医学博士				中沢　一雄 ナカザワ カズオ		教授		博士（工学）

		小宮山　恭弘 ヤスヒロ		教授 キョウジュ		博士（生活科学）				加納　寛也 カノウ ヒロシ ヤ		准教授・副学科長 フク ガッカ チョウ		博士（医学）

		竹岡　啓子		教授 キョウジュ		博士（保健学）				辻　義弘 ツジ ヨシヒロ		准教授 ジュンキョウジュ		博士（応用情報科学）

		田路　英作		教授		－				西垣　孝行 ニシガキ タカユキ		准教授 ジュンキョウジュ		博士（応用情報科学）

		前川　佳敬 マエカワ		教授 キョウジュ		博士（医学）				原　良昭 ハラ ヨシアキ		准教授 ジュンキョウジュ		博士（工学）

		由谷　親夫 ユ タニ チカオ		教授 キョウジュ		医学博士				布江田　友理 ヌノ エ タ トモ リ		准教授 ジュンキョウジュ		博士（工学）

		小林　彩香		講師 コウシ		修士（保健学）				藤江　建朗 フジエ ケン ロウ		准教授 ジュンキョウジュ		修士（応用情報科学）

		藤原　牧子		講師 コウシ		修士（医科学）				大久保　さやか		講師		修士（応用情報科学）

		佐伯　康匠		助教 ジョ キョウ		修士（保健学）				信太　宗也		助教		博士（工学）

		関根　将 セキネ ショウ		助教 ジョ キョウ		修士（人間健康科学）

		氏名 シメイ		職位 ショクイ		学位				氏名 シメイ				学位

		小縣　裕二 ショウ アガタ ユウジ		教授・学科長 キョウジュ ガッカ チョウ		博士（保健学）				鍋田　智之 ナベタ トモユキ		教授・学科長 キョウジュ ガッカ チョウ		修士（保健医療学）

		山口　功		教授・副学科長 フク ガッカ チョウ		博士（保健学）				中原　英博		教授・副学科長 キョウジュ フク ガッカ チョウ		博士（医学）

		大西　英雄		教授 キョウジュ		博士（医学）				阿部　秀高 アベ ヒデタカ		教授		修士（学校教育学）

		奥村　雅彦		教授 キョウジュ		博士（医療技術学）				井手口　範男 イデグチ ノリオ		教授		修士（人間科学）

		船橋　正夫		教授 キョウジュ		学士（保健衛生学）				老田　準司 オイタ ジュンジ		教授		教育学士

		三木　宏文 ミキ ヒロフミ		教授 キョウジュ		博士（医学）				尾﨑　朋文 サキ		教授		学士(法学)

		今井　信也		准教授		博士（医学）				中田　敬吾		教授		医学博士

		垣本　晃宏		講師		博士（医学）				仲西　宏元 ナカニシ ヒロモト		教授		博士（医学）

		武本　渚		助教		修士（保健学）				藤重　仁子		教授 キョウジュ		博士（言語文化学）

		山畑　飛鳥		助教		修士（保健学）				安田　実		教授		修士（大学アドミニストレーション）

										山下　仁		教授		博士（保健学）

										松熊　秀明		准教授・副学科長 ジュン キョウジュ フク ガッカ チョウ		博士（鍼灸学）

										熊野　弘子		准教授		博士（文化交渉学）

										増山　祥子		准教授 ジュン キョウジュ		修士（心身健康科学）

										佐野　加奈絵 サノ カ ナ エ		講師		博士（スポーツ科学）

										髙﨑　雷太 タカサキ ライタ		講師 コウシ		修士（保健医療学）

										高橋　秀郎 タカハシ ヒデ ロウ		講師 コウシ		修士（学術）

										辻　涼太 ツジ リョウタ		講師 コウシ		修士（保健医療学）

										辻丸　泰永		講師 コウシ		学士（法学）

										長尾　晋宏 ナガオ シン ヒロシ		講師		修士（文学）

										伊奈　新太郎 イ ナ シンタロウ		助教		修士（体育学）

										仲村　正子 ナカムラ マサコ		助教		修士（鍼灸学）

										信江　彩加 ノブエ アヤカ		助教 ジョ キョウ		修士（スポーツ科学）

										堀川　奈央 ホリカワ ナ オウ		助教 ジョ キョウ		修士（保健医療学）

										橋垣　志帆		助手		修士（保健医療学）

		氏名 シメイ		職位 ショクイ		学位

		山下　仁		保健医療学研究科長・保健医療学研究科　保健医療学専攻長 ホケン イリョウ ガク ケンキュウ カチョウ		博士（保健学）

		青木　元邦 アオキ モトクニ		保健医療学研究科　医療科学専攻長 ホケン イリョウ ガク ケンキュウ カ イリョウ カガク センコウ チョウ		博士（医学）

		吉村　弥須子 ヨシムラ ワタル スジ		保健医療学研究科　看護学専攻長 ホケンイリョウガクケンキュウカ カンゴガク センコウ チョウ		博士（看護学）

		上田　喜敏		（修士課程）教授		博士（工学）

		上田　真喜子 ウエダ マキコ		（修士課程）教授		医学博士

		荻原　俊男		（修士課程）教授		医学博士

		金尾　顕郎		（修士課程）教授		博士（医学）

		久保　忠彦 クボ タダヒコ		（修士課程）教授		博士（医学）

		長野　仁 ナガノ ヒトシ		（修士課程）教授		修士（鍼灸学）

		吉岡　敏治		（修士課程）教授		医学博士

		氏名 シメイ		職位 ショクイ		学位

		中西　伸子 ナカニシ ノブコ		助産学専攻科教授・専攻科長 センコウ カチョウ		博士（看護学）

		塚田　桃代 ツカダ モモヨ		助産学専攻科講師 コウシ		修士（看護学）

		西川　美樹 ニシカワ ミキ		助産学専攻科講師		修士（看護学）

		三宅　知里		助産学専攻科助教		修士（看護学）

		氏名 シメイ		職位 ショクイ		学位

		横山　浩之		鍼灸情報ｾﾝﾀｰ准教授 シンキュウ ジョウホウ ジュン キョウジュ		学士(鍼灸学)

		大川　祐世 オオカワ ユウ セ		鍼灸情報ｾﾝﾀｰ助教		修士（保健医療学）





20200901 (2)

		氏名 シメイ				学位

		山下　仁		保健医療学研究科長・保健医療学研究科　保健医療学専攻長 ホケン イリョウ ガク ケンキュウ カチョウ		博士（保健学）

		青木　元邦 アオキ モトクニ		保健医療学研究科　医療科学専攻長 ホケン イリョウ ガク ケンキュウ カ イリョウ カガク センコウ チョウ		博士（医学）

		吉村　弥須子 ヨシムラ ワタル スジ		保健医療学研究科　看護学専攻長 ホケンイリョウガクケンキュウカ カンゴガク センコウ チョウ		博士（看護学）

		上田　喜敏		（修士課程）教授		博士（工学）

		上田　真喜子 ウエダ マキコ		（修士課程）教授		医学博士

		荻原　俊男		（修士課程）教授		医学博士

		金尾　顕郎		（修士課程）教授		博士（医学）

		久保　忠彦 クボ タダヒコ		（修士課程）教授		博士（医学）

		長野　仁 ナガノ ヒトシ		（修士課程）教授		修士（鍼灸学）

		吉岡　敏治		（修士課程）教授		医学博士





































































20200901

		20200901大学教職員名簿 ダイガク キョウ ショクイン メイボ

		№		職員番号 ショクイン バンゴウ		氏名 シメイ		ふりがな				2019年度情報公表データ ネン ド ジョウホウ コウヒョウ

		兼 ケン		00378		山下　仁		やました　ひとし		保健医療学研究科長 ホケン イリョウ ガク ケンキュウ カチョウ		博士（保健学）

		兼 ケン		00354		青木　元邦 アオキ モトクニ		あおき　もとくに		保健医療学研究科　医療科学専攻長 ホケン イリョウ ガク ケンキュウ カ イリョウ カガク センコウ チョウ		博士（医学）

		兼 ケン		00378		山下　仁		やました　ひとし		保健医療学研究科　保健医療学専攻長 ホケン イリョウ ガク ケンキュウ カ ホケン イリョウ ガク センコウ チョウ		博士（保健学）

		兼 ケン		00594		吉村　弥須子 ヨシムラ ワタル スジ		よしむら　やすこ		保健医療学研究科　看護学専攻長 ホケンイリョウガクケンキュウカ カンゴガク センコウ チョウ		博士（看護学）

		1		00348		上田　喜敏		うえだ　ひさとし		保健医療学専攻（修士課程）教授		博士（工学）

		2		00899		上田　真喜子 ウエダ マキコ		うえだ　まきこ		保健医療学専攻（修士課程）教授		医学博士

		3		00584		荻原　俊男		おぎはら　としお		保健医療学専攻（修士課程）教授		医学博士

		4		00377		金尾　顕郎		かなお　けんろう		保健医療学専攻（修士課程）教授		博士（医学）

		兼 ケン		01332		久保　忠彦 クボ タダヒコ		くぼ　ただひこ		保健医療学専攻（修士課程）教授		博士（医学）

		5		00125		長野　仁 ナガノ ヒトシ		ながの　ひとし		保健医療学専攻（修士課程）教授		修士（鍼灸学）

		6		00912		吉岡　敏治		よしおか　としはる		保健医療学専攻（修士課程）教授		医学博士

		№		職員番号 ショクイン バンゴウ		氏名 シメイ		ふりがな				学位

		1		00573		鍋田　智之 ナベタ トモユキ		なべた　ともゆき		鍼灸学科教授・学科長 シンキュウ ガッカ キョウジュ ガッカ チョウ		修士（保健医療学）

		2		00386		中原　英博		なかはら　ひでひろ		鍼灸学科教授・副学科長 シンキュウ ガッカ キョウジュ フク ガッカ チョウ		博士（医学）

		3		01122		阿部　秀高 アベ ヒデタカ		あべ　ひでたか		鍼灸学科教授 シンキュウ		修士（学校教育学）

		4		00896		井手口　範男 イデグチ ノリオ		いでぐち　のりお		鍼灸学科教授 シンキュウ ガッカ		修士（人間科学）

		5		00696		老田　準司 オイタ ジュンジ		おいた　じゅんじ		鍼灸学科教授 シンキュウ ガッカ		教育学士

		6		00018		尾﨑　朋文 サキ		おざき　ともふみ		鍼灸学科教授 シンキュウ ガッカ		学士(法学)

		7		00103		中田　敬吾		なかた　けいご		鍼灸学科教授 シンキュウ ガッカ		医学博士

		8		00362		仲西　宏元 ナカニシ ヒロモト		なかにし　ひろもと		鍼灸学科教授 シンキュウ ガッカ		博士（医学）

		9		00138		藤重　仁子		ふじしげ　ひとこ		鍼灸学科教授 シンキュウ ガッカ キョウジュ		博士（言語文化学）

		10		00035		安田　実		やすだ　みのる		鍼灸学科教授 シンキュウ ガッカ		修士（大学アドミニストレーション）

		11		00378		山下　仁		やました　ひとし		鍼灸学科教授 シンキュウ ガッカ		博士（保健学）

		12		00259		松熊　秀明		まつくま　ひであき		鍼灸学科准教授・副学科長 シンキュウ ガッカ ジュン キョウジュ フク ガッカ チョウ		博士（鍼灸学）

		13		01293		熊野　弘子		くまの ひろこ		鍼灸学科准教授		博士（文化交渉学）

		14		00352		増山　祥子		ますやま　しょうこ		鍼灸学科准教授 シンキュウ ガッカ ジュン キョウジュ		修士（心身健康科学）

		15		01137		佐野　加奈絵 サノ カ ナ エ		さの　かなえ		鍼灸学科講師		博士（スポーツ科学）

		16		00641		髙﨑　雷太 タカサキ ライタ		たかさき　らいた		鍼灸学科講師 シンキュウ ガッカ コウシ		修士（保健医療学）

		17		00233		高橋　秀郎 タカハシ ヒデ ロウ		たかはし　ひでろう		鍼灸学科講師 シンキュウ ガッカ コウシ		修士（学術）

		18		00435		辻　涼太 ツジ リョウタ		つじ　りょうた		鍼灸学科講師 シンキュウ ガッカ コウシ		修士（保健医療学）

		19		00316		辻丸　泰永		つじまる　やすのり		鍼灸学科講師 シンキュウ ガッカ コウシ		学士（法学）

		20		01049		長尾　晋宏 ナガオ シン ヒロシ		ながお　くにひろ		鍼灸学科講師 シンキュウ ガッカ		修士（文学）

		21		01138		伊奈　新太郎 イ ナ シンタロウ		いな　しんたろう		鍼灸学科助教		修士（体育学）

		22		01119		仲村　正子 ナカムラ マサコ		なかむら　まさこ		鍼灸学科助教		修士（鍼灸学）

		23		01208		信江　彩加 ノブエ アヤカ		のぶえ　あやか		鍼灸学科助教 シンキュウ ガッカ ジョ キョウ		修士（スポーツ科学）

		24		00855		堀川　奈央 ホリカワ ナ オウ		ほりかわ　なお		鍼灸学科助教 シンキュウ ガッカ ジョ キョウ		修士（保健医療学）

		25		01167		橋垣　志帆		はしがき　しほ		鍼灸学科助手		修士（保健医療学）

		№		職員番号 ショクイン バンゴウ		氏名 シメイ		ふりがな				学位

		1		00133		横山　浩之		よこやま　ひろゆき		鍼灸情報ｾﾝﾀｰ准教授 シンキュウ ジョウホウ ジュン キョウジュ		学士(鍼灸学)

		2		00718		大川　祐世 オオカワ ユウ セ		おおかわ　ゆうせ		鍼灸情報ｾﾝﾀｰ助教		修士（保健医療学）

		№		職員番号 ショクイン バンゴウ		氏名 シメイ		ふりがな				学位

		1		00347		三木屋　良輔		みきや　りょうすけ		理学療法学科教授・学科長 リガク リョウホウ ガッカ キョウジュ ガッカ チョウ		修士（医科学）

		2		00858		中根　征也 ナカネ セイヤ		なかね　せいや		理学療法学科教授・副学科長 リガク リョウホウ ガッカ キョウジュ フク ガッカ チョウ		修士（学術）

		3		00354		青木　元邦		あおき　もとくに		理学療法学科教授 リガク リョウホウ ガッカ キョウジュ		博士（医学）

		4		00388		河村　廣幸		かわむら　ひろゆき		理学療法学科教授 リガク リョウホウ ガッカ キョウジュ		－

		5		00395		北村　清一郎 キタムラ セイイチロウ		きたむら　せいいちろう		理学療法学科教授 リガク リョウホウ ガッカ キョウジュ		歯学博士

		6		00974		堀　竜次 ホリ タツ ツギ		ほり　りゅうじ		理学療法学科教授 リガク リョウホウ ガッカ キョウジュ		博士（医学）

		7		01005		松尾　安希子 マツオ		まつお　あきこ		理学療法学科教授 リガク リョウホウ ガッカ キョウジュ		博士（医学）

		8		00160		森谷　正之		もりたに　まさゆき		理学療法学科教授 リガク リョウホウ ガッカ キョウジュ		博士（歯学）

		9		00754		木内　隆裕 キウチ タカヒロ		きない　たかひろ		理学療法学科准教授 リガク リョウホウ ガッカ ジュン キョウジュ		修士（人間健康科学）

		10		00829		工藤　慎太郎 クドウ シンタロウ		くどう　しんたろう		理学療法学科准教授 リガク リョウホウ ガッカ ジュン キョウジュ		博士（医療科学）

		11		00655		澤田　優子 サワダ ユウコ		さわだ　ゆうこ		理学療法学科准教授 リガク リョウホウ ガッカ ジュン キョウジュ		博士（医学）

		12		00355		前田　薫		まえだ　かおる		理学療法学科准教授 リガク リョウホウ ガッカ ジュン キョウジュ		博士（医学）

		13		00427		角田　晃啓 カクタ アキラ ケイ		かくだ　あきひろ		理学療法学科講師 リガク リョウホウ ガッカ コウシ		修士（健康科学）

		14		00699		仲本　正美 ナカモト マサ		なかもと　まさみ		理学療法学科講師 リガク リョウホウ ガッカ コウシ		博士（医学）

		15		01050		杉本　圭 スギモト ケイ		すぎもと　けい		理学療法学科助教 リガク リョウホウ ガッカ ジョ キョウ		修士（学術）

		16		01209		林　真太郎 ハヤシ シンタロウ		はやし　しんたろう		理学療法学科助教		修士（保健医療学） シュウシ ホケン イリョウ ガク

		17		01120		松尾　浩希 マツオ ヒロ		まつお　ひろき		理学療法学科助教		修士（教育学）

		18		01210		檜垣　奨 ヒガキ ツトム		ひがき　つとむ		理学療法学科助手 ジョシュ		学士（理学療法学）

		19		01139		平川　正彦 ヒラカワ マサヒコ		ひらかわ　まさひこ		理学療法学科助手		学士（理学療法学）

		№		職員番号 ショクイン バンゴウ		氏名 シメイ		ふりがな				学位

		1		00594		吉村　弥須子 ヨシムラ ワタル スジ		よしむら　やすこ		看護学科教授・学科長 カンゴ ガッカ キョウジュ ガッカ チョウ		博士（看護学）

		2		00587		伊津美　孝子 イヅミ タカコ		いづみ　たかこ		看護学科教授・副学科長 カンゴ ガッカ キョウジュ		博士（工学）

		3		00603		藤本　陽子 フジモト ヨウコ		ふじもと　ようこ		看護学科教授・副学科長 カンゴ ガッカ キョウジュ		学士(社会福祉学)

		4		00393		安部　辰夫 アベ タツオ		あべ　たつお		看護学科教授 カンゴ ガッカ キョウジュ		博士（医学）

		5		00438		木田　岩男 キダ イワオ		きだ　いわお		看護学科教授 カンゴ ガッカ キョウジュ		博士（医学）

		6		00892		久木元　由紀子 クキ モト ユキコ		くきもと　ゆきこ		看護学科教授 カンゴ ガッカ キョウジュ		修士(看護学)

		7		01297		齋藤　雅子		さいとう まさこ		看護学科教授 カンゴ ガッカ キョウジュ		修士（臨床教育学）

		8		01302		白井　文恵		しらい ふみえ		看護学科教授 カンゴ ガッカ キョウジュ		博士（医学）

		9		01211		南部　登志江 ナンブ ノボル シ エ		なんぶ　としえ		看護学科教授 カンゴ ガッカ キョウジュ		博士（教育学）

		10		00987		福島　信也		ふくしま　のぶや		看護学科教授 カンゴ ガッカ キョウジュ		工学士

		11		01109		松田　智子		まつだ　ともこ		看護学科教授 カンゴ ガッカ キョウジュ		修士（教育学）

		12		00502		村上　生美 ムラカミ ナマ ビ		むらかみ　いくみ		看護学科教授 カンゴ ガッカ キョウジュ		博士（工学）

		13		00217		森　美侑紀 モリ ミユキ		もり　みゆき		看護学科教授 カンゴ ガッカ キョウジュ		博士（医学）

		14		01296		大熊　淳子		おおくま　あつこ		看護学科准教授 カンゴ ガッカ ジュンキョウジュ		修士（学術）

		15		00595		住田　陽子 スミダ ヨウコ		すみだ　ようこ		看護学科准教授 カンゴ ガッカ ジュンキョウジュ		修士(看護学)

		16		00831		関口　敏彰 セキグチ トシアキ		せきぐち　としあき		看護学科准教授 カンゴ ガッカ ジュンキョウジュ		社会健康医学修士（専門職）

		17		00749		外村　昌子 ソトムラ マサコ		そとむら　まさこ		看護学科准教授 カンゴ ガッカ ジュンキョウジュ		修士（看護学）

		18		00895		蓮池　光人 ハスイケ ヒカリ ヒト		はすいけ　みつと		看護学科准教授 カンゴ ガッカ ジュンキョウジュ		博士（看護学）

		19		00891		升田　寿賀子 マスダ スガコ		ますだ　すがこ		看護学科准教授 カンゴ ガッカ ジュンキョウジュ		修士（学術）

		20		01304		森本　喜代美		もりもと　きよみ		看護学科准教授 カンゴ ガッカ ジュンキョウジュ		博士（看護学）

		21		01306		岩佐　由美		いわさ　ゆみ		看護学科講師		修士（史学）

		22		01298		川添　英利子		かわぞえ　えりこ		看護学科講師		修士（看護学）

		23		01294		小西　由起子		こにし　ゆきこ		看護学科講師		修士（看護学）

		24		01305		小林　妙子		こばやし　たえこ		看護学科講師		修士（心身健康科学）

		25		01142		澤田　悦子 サワダ エツコ		さわだ　えつこ		看護学科講師		学士（学術）

		26		01212		髙木　みどり タカギ		たかぎ　みどり		看護学科講師		修士（健康科学）

		27		00967		徳島　佐由美 トクシマ サ ユ ビ		とくしま　さゆみ		看護学科講師		修士（看護学）

		28		01271		野田部　恵 ノ タベ メグミ		のたべ　めぐみ		看護学科講師		修士（看護学）

		29		01124		安井　渚 ヤスイ ナギサ		やすい　なぎさ		看護学科講師		修士（看護学）

		30		01323		矢野　貴恵		やの　たかみ		看護学科講師		修士（教育学）

		31		01143		越智　奈穂美 オチ ナ ホ ミ		おち　なおみ		看護学科助教 カンゴ ガッカ ジョ キョウ		修士（看護学）

		32		01214		樋口　優子 ヒグチ ユウコ		ひぐち　ゆうこ		看護学科助教 カンゴ ガッカ ジョ キョウ		修士（看護学）

		33		01215		宮本　佳子 ミヤモト ヨシコ		みやもと　よしこ		看護学科助教 カンゴ ガッカ ジョ キョウ		修士（臨床教育学）

		34		01216		矢野　秀蔵 ヤノ ヒデゾウ		やの　しゅうぞう		看護学科助教 カンゴ ガッカ ジョ キョウ		修士（看護学）

		35		01230		松村　比呂子 マツムラ ヒ ロ コ		まつむら　ひろこ		看護学科助手 カンゴ ガッカ ジョシュ		専門士（医療専門課程）

		№		職員番号 ショクイン バンゴウ		氏名 シメイ		ふりがな				学位

		1		01125		中西　伸子 ナカニシ ノブコ		なかにし　のぶこ		助産学専攻科教授・専攻科長 センコウ カチョウ		博士（看護学）

		2		01217		塚田　桃代 ツカダ モモヨ		つかだ　ももよ		助産学専攻科講師 コウシ		修士（看護学）

		3		01147		西川　美樹 ニシカワ ミキ		にしかわ　みき		助産学専攻科講師		修士（看護学）

		4		01301		三宅　知里		みやけ　ちさと		助産学専攻科助教		修士（看護学）

		№		職員番号 ショクイン バンゴウ		氏名 シメイ		ふりがな				学位

		1		00416		小林　貴代		こばやし　きよ		作業療法学科教授・学科長 サギョウ リョウホウ ガッカ キョウジュ ガッカ チョウ		－

		2		00971		松下　太		まつした　ふとし		作業療法学科教授・副学科長 サギョウ リョウホウ ガッカ キョウジュ フク ガッカ チョウ		博士（医学）

		3		00940		伊藤　直子 イトウ ナオコ		いとう　なおこ		作業療法学科教授 サギョウ リョウホウ ガッカ キョウジュ		修士（リハビリテーション科学）

		4		00910		橋本　弘子		はしもと　ひろこ		作業療法学科教授 サギョウ リョウホウ ガッカ キョウジュ		博士（保健学）

		5		01300		由利　禄巳 ゆり		ゆり　よしみ		作業療法学科教授		博士（保健学）

		6		01256		小川　泰弘		おがわ　やすひろ		作業療法学科講師 コウシ		博士（保健学）

		7		00973		中西　一 ハジメ		なかにし　はじめ		作業療法学科講師 サギョウ リョウホウ ガッカ コウシ		修士（保健学）

		8		00941		中村　めぐみ ナカムラ		なかむら　めぐみ		作業療法学科講師 サギョウ リョウホウ ガッカ コウシ		修士（人間健康科学）

		9		01254		東　泰弘		ひがし　やすひろ		作業療法学科講師 コウシ		博士（保健学）

		10		01121		金森　幸 カナモリ ユキ		かなもり　みゆき		作業療法学科助教		専門士（医療専門課程）

		№		職員番号 ショクイン バンゴウ		氏名 シメイ		ふりがな				学位

		1		00977		脇　英彦 ヒデヒコ		わき　ひでひこ		臨床検査学科教授・学科長 リンショウ ケンサ ガッカ キョウジュ ガッカ チョウ		博士（保健学）

		2		00976		森　誠司 セイジ		もり　せいじ		臨床検査学科教授・副学科長 リンショウ ケンサ ガッカ キョウジュ フク ガッカ チョウ		博士（保健学）

		退職 タイショク		01200		河口　直正 カワグチ ナオマサ		かわぐち　なおまさ		-		博士（医学）

		3		00106		川畑　浩久		かわはた　ひろひさ		臨床検査学科教授 リンショウ ケンサ ガッカ キョウジュ		博士（医学）

		4		00980		小林　吉晴		こばやし　よしはる		臨床検査学科教授 リンショウ ケンサ ガッカ キョウジュ		医学博士

		5		00979		小宮山　恭弘 ヤスヒロ		こみやま　やすひろ		臨床検査学科教授 リンショウ ケンサ ガッカ キョウジュ		博士（生活科学）

		6		00978		竹岡　啓子		たけおか　けいこ		臨床検査学科教授 リンショウ ケンサ ガッカ キョウジュ		博士（保健学）

		7		01295		田路　英作		とうじ　えいさく		臨床検査学科教授		－

		8		00984		前川　佳敬 マエカワ		まえかわ　よしひろ		臨床検査学科教授 リンショウ ケンサ ガッカ キョウジュ		博士（医学）

		9		01219		由谷　親夫 ユ タニ チカオ		ゆたに　ちかお		臨床検査学科教授 リンショウ ケンサ ガッカ キョウジュ		医学博士

		10		00983		小林　彩香		こばやし　あやか		臨床検査学科講師 リンショウ ケンサ ガッカ コウシ		修士（保健学）

		11		00981		藤原　牧子		ふじわら　まきこ		臨床検査学科講師 リンショウ ケンサ ガッカ コウシ		修士（医科学）

		12		00982		佐伯　康匠		さえき　こうぞう		臨床検査学科助教 リンショウ ケンサ ガッカ ジョ キョウ		修士（保健学）

		13		01207		関根　将 セキネ ショウ		せきね　しょう		臨床検査学科助教 リンショウ ケンサ ガッカ ジョ キョウ		修士（人間健康科学）

		№		職員番号 ショクイン バンゴウ		氏名 シメイ		ふりがな				学位

		1		01001		片山　俊郎 カタヤマ トシロウ		かたやま　としろう		臨床工学科教授・学科長 ガッカ チョウ		博士（工学）

		2		01048		五十嵐　淳介 イガラシ ジュン スケ		いがらし　じゅんすけ		臨床工学科教授		博士（医学）

		3		01126		稲田　慎 イナダ シン		いなだ　しん		臨床工学科教授		博士（工学）

		4		01127		中沢　一雄 ナカザワ カズオ		なかざわ　かずお		臨床工学科教授		博士（工学）

		5		01128		加納　寛也 カノウ ヒロシ ヤ		かのう　ひろや		臨床工学科准教授・副学科長 フク ガッカ チョウ		博士（医学）

		6		01130		辻　義弘 ツジ ヨシヒロ		つじ　よしひろ		臨床工学科准教授 ジュンキョウジュ		博士（応用情報科学）

		7		01136		西垣　孝行 ニシガキ タカユキ		にしがき　たかゆき		臨床工学科准教授 ジュンキョウジュ		博士（応用情報科学）

		8		01129		原　良昭 ハラ ヨシアキ		はら　よしあき		臨床工学科准教授 ジュンキョウジュ		博士（工学）

		9		01113		布江田　友理 ヌノ エ タ トモ リ		ふえだ　ゆり		臨床工学科准教授 ジュンキョウジュ		博士（工学）

		10		01131		藤江　建朗 フジエ ケン ロウ		ふじえ　たつろう		臨床工学科准教授 ジュンキョウジュ		修士（応用情報科学）

		11		01299		大久保　さやか		おおくぼ　さやか		臨床工学科講師		修士（応用情報科学）

		12		01303		信太　宗也		しだ　しゅうや		臨床工学科助教		博士（工学）

		№		職員番号 ショクイン バンゴウ		氏名 シメイ		ふりがな				学位

		1		01218		小縣　裕二 ショウ アガタ ユウジ		おがた　ゆうじ		診療放射線学科教授・学科長 シンリョウホウシャセンガッカ キョウジュ ガッカ チョウ		博士（保健学）

		2		01290		山口　功		やまぐち　いさお		診療放射線学科教授・副学科長 フク ガッカ チョウ		博士（保健学）

		3		01289		大西　英雄		おおにし　ひでお		診療放射線学科教授 シンリョウホウシャセンガッカ キョウジュ		博士（医学）

		4		01292		奥村　雅彦		おくむら　まさひこ		診療放射線学科教授 シンリョウホウシャセンガッカ キョウジュ		博士（医療技術学）

		5		01288		船橋　正夫		ふなはし　まさお		診療放射線学科教授 シンリョウホウシャセンガッカ キョウジュ		学士（保健衛生学）

		6		01118		三木　宏文 ミキ ヒロフミ		みき　ひろふみ		診療放射線学科教授 シンリョウホウシャセンガッカ キョウジュ		博士（医学）

		7		01285		今井　信也		いまい　しんや		診療放射線学科准教授		博士（医学）

		8		01287		垣本　晃宏		かきもと　あきひろ		診療放射線学科講師		博士（医学）

		9		01286		武本　渚		たけもと　なぎさ		診療放射線学科助教		修士（保健学）

		10		01291		山畑　飛鳥		やまはた　あすか		診療放射線学科助教		修士（保健学）







教員が有する学位一覧 （令和2年9月1日現在）

 臨床検査学科  臨床工学科
氏名 職位 学位 氏名 職位 学位

脇　英彦 教授・学科長 博士（保健学） 片山　俊郎 教授・学科長 博士（工学）

森　誠司 教授・副学科長 博士（保健学） 五十嵐　淳介 教授 博士（医学）

川畑　浩久 教授 博士（医学） 稲田　慎 教授 博士（工学）

小林　吉晴 教授 医学博士 中沢　一雄 教授 博士（工学）

小宮山　恭弘 教授 博士（生活科学） 加納　寛也 准教授・副学科長 博士（医学）

竹岡　啓子 教授 博士（保健学） 辻　義弘 准教授 博士（応用情報科学）

田路　英作 教授 － 西垣　孝行 准教授 博士（応用情報科学）

前川　佳敬 教授 博士（医学） 原　良昭 准教授 博士（工学）

由谷　親夫 教授 医学博士 布江田　友理 准教授 博士（工学）

小林　彩香 講師 修士（保健学） 藤江　建朗 准教授 修士（応用情報科学）

藤原　牧子 講師 修士（医科学） 大久保　さやか 講師 修士（応用情報科学）

佐伯　康匠 助教 修士（保健学） 信太　宗也 助教 博士（工学）

関根　将 助教 修士（人間健康科学）


Sheet2

		氏名 シメイ		職位 ショクイ		学位				氏名 シメイ		職位 ショクイ		学位

		吉村　弥須子 ヨシムラ ワタル スジ		教授・学科長 キョウジュ ガッカ チョウ		博士（看護学）				岩佐　由美		講師		修士（史学）

		伊津美　孝子 イヅミ タカコ		教授・副学科長 キョウジュ		博士（工学）				川添　英利子		講師		修士（看護学）

		藤本　陽子 フジモト ヨウコ		教授・副学科長 キョウジュ		学士(社会福祉学)				小西　由起子		講師		修士（看護学）

		安部　辰夫 アベ タツオ		教授 キョウジュ		博士（医学）				小林　妙子		講師		修士（心身健康科学）

		木田　岩男 キダ イワオ		教授 キョウジュ		博士（医学）				澤田　悦子 サワダ エツコ		講師		学士（学術）

		久木元　由紀子 クキ モト ユキコ		教授 キョウジュ		修士(看護学)				髙木　みどり タカギ		講師		修士（健康科学）

		齋藤　雅子		教授 キョウジュ		修士（臨床教育学）				徳島　佐由美 トクシマ サ ユ ビ		講師		修士（看護学）

		白井　文恵		教授 キョウジュ		博士（医学）				野田部　恵 ノ タベ メグミ		講師		修士（看護学）

		南部　登志江 ナンブ ノボル シ エ		教授 キョウジュ		博士（教育学）				安井　渚 ヤスイ ナギサ		講師		修士（看護学）

		福島　信也		教授 キョウジュ		工学士				矢野　貴恵		講師		修士（教育学）

		松田　智子		教授 キョウジュ		修士（教育学）				越智　奈穂美 オチ ナ ホ ミ		助教 ジョ キョウ		修士（看護学）

		村上　生美 ムラカミ ナマ ビ		教授 キョウジュ		博士（工学）				樋口　優子 ヒグチ ユウコ		助教 ジョ キョウ		修士（看護学）

		森　美侑紀 モリ ミユキ		教授 キョウジュ		博士（医学）				宮本　佳子 ミヤモト ヨシコ		助教 ジョ キョウ		修士（臨床教育学）

		大熊　淳子		准教授 ジュンキョウジュ		修士（学術）				矢野　秀蔵 ヤノ ヒデゾウ		助教 ジョ キョウ		修士（看護学）

		住田　陽子 スミダ ヨウコ		准教授 ジュンキョウジュ		修士(看護学)				松村　比呂子 マツムラ ヒ ロ コ		助手 ジョシュ		専門士（医療専門課程）

		関口　敏彰 セキグチ トシアキ		准教授 ジュンキョウジュ		社会健康医学修士（専門職）

		外村　昌子 ソトムラ マサコ		准教授 ジュンキョウジュ		修士（看護学）

		蓮池　光人 ハスイケ ヒカリ ヒト		准教授 ジュンキョウジュ		博士（看護学）

		升田　寿賀子 マスダ スガコ		准教授 ジュンキョウジュ		修士（学術）

		森本　喜代美		准教授 ジュンキョウジュ		博士（看護学）

		氏名 シメイ		職位 ショクイ		学位				氏名 シメイ		職位 ショクイ		学位

		三木屋　良輔		教授・学科長 キョウジュ ガッカ チョウ		修士（医科学）				小林　貴代		教授・学科長 キョウジュ ガッカ チョウ		－

		中根　征也 ナカネ セイヤ		教授・副学科長 キョウジュ フク ガッカ チョウ		修士（学術）				松下　太		教授・副学科長 キョウジュ フク ガッカ チョウ		博士（医学）

		青木　元邦		教授 キョウジュ		博士（医学）				伊藤　直子 イトウ ナオコ		教授 キョウジュ		修士（リハビリテーション科学）

		河村　廣幸		教授 キョウジュ		－				橋本　弘子		教授 キョウジュ		博士（保健学）

		北村　清一郎 キタムラ セイイチロウ		教授 キョウジュ		歯学博士				由利　禄巳 ゆり		教授		博士（保健学）

		堀　竜次 ホリ タツ ツギ		教授 キョウジュ		博士（医学）				小川　泰弘		講師 コウシ		博士（保健学）

		松尾　安希子 マツオ		教授 キョウジュ		博士（医学）				中西　一 ハジメ		講師 コウシ		修士（保健学）

		森谷　正之		教授 キョウジュ		博士（歯学）				中村　めぐみ ナカムラ		講師 コウシ		修士（人間健康科学）

		木内　隆裕 キウチ タカヒロ		准教授 ジュン キョウジュ		修士（人間健康科学）				東　泰弘		講師 コウシ		博士（保健学）

		工藤　慎太郎 クドウ シンタロウ		准教授 ジュン キョウジュ		博士（医療科学）				金森　幸 カナモリ ユキ		助教		専門士（医療専門課程）

		澤田　優子 サワダ ユウコ		准教授 ジュン キョウジュ		博士（医学）

		前田　薫		准教授 ジュン キョウジュ		博士（医学）

		角田　晃啓 カクタ アキラ ケイ		講師 コウシ		修士（健康科学）

		仲本　正美 ナカモト マサ		講師 コウシ		博士（医学）

		杉本　圭 スギモト ケイ		助教 ジョ キョウ		修士（学術）

		林　真太郎 ハヤシ シンタロウ		助教		修士（保健医療学） シュウシ ホケン イリョウ ガク

		松尾　浩希 マツオ ヒロ		助教		修士（教育学）

		檜垣　奨 ヒガキ ツトム		助手 ジョシュ		学士（理学療法学）

		平川　正彦 ヒラカワ マサヒコ		助手		学士（理学療法学）

		氏名 シメイ		職位 ショクイ		学位				氏名 シメイ		職位 ショクイ		学位

		脇　英彦 ヒデヒコ		教授・学科長 キョウジュ ガッカ チョウ		博士（保健学）				片山　俊郎 カタヤマ トシロウ		教授・学科長 ガッカ チョウ		博士（工学）

		森　誠司 セイジ		教授・副学科長 キョウジュ フク ガッカ チョウ		博士（保健学）				五十嵐　淳介 イガラシ ジュン スケ		教授		博士（医学）

		川畑　浩久		教授 キョウジュ		博士（医学）				稲田　慎 イナダ シン		教授		博士（工学）

		小林　吉晴		教授 キョウジュ		医学博士				中沢　一雄 ナカザワ カズオ		教授		博士（工学）

		小宮山　恭弘 ヤスヒロ		教授 キョウジュ		博士（生活科学）				加納　寛也 カノウ ヒロシ ヤ		准教授・副学科長 フク ガッカ チョウ		博士（医学）

		竹岡　啓子		教授 キョウジュ		博士（保健学）				辻　義弘 ツジ ヨシヒロ		准教授 ジュンキョウジュ		博士（応用情報科学）

		田路　英作		教授		－				西垣　孝行 ニシガキ タカユキ		准教授 ジュンキョウジュ		博士（応用情報科学）

		前川　佳敬 マエカワ		教授 キョウジュ		博士（医学）				原　良昭 ハラ ヨシアキ		准教授 ジュンキョウジュ		博士（工学）

		由谷　親夫 ユ タニ チカオ		教授 キョウジュ		医学博士				布江田　友理 ヌノ エ タ トモ リ		准教授 ジュンキョウジュ		博士（工学）

		小林　彩香		講師 コウシ		修士（保健学）				藤江　建朗 フジエ ケン ロウ		准教授 ジュンキョウジュ		修士（応用情報科学）

		藤原　牧子		講師 コウシ		修士（医科学）				大久保　さやか		講師		修士（応用情報科学）

		佐伯　康匠		助教 ジョ キョウ		修士（保健学）				信太　宗也		助教		博士（工学）

		関根　将 セキネ ショウ		助教 ジョ キョウ		修士（人間健康科学）

		氏名 シメイ		職位 ショクイ		学位				氏名 シメイ				学位

		小縣　裕二 ショウ アガタ ユウジ		教授・学科長 キョウジュ ガッカ チョウ		博士（保健学）				鍋田　智之 ナベタ トモユキ		教授・学科長 キョウジュ ガッカ チョウ		修士（保健医療学）

		山口　功		教授・副学科長 フク ガッカ チョウ		博士（保健学）				中原　英博		教授・副学科長 キョウジュ フク ガッカ チョウ		博士（医学）

		大西　英雄		教授 キョウジュ		博士（医学）				阿部　秀高 アベ ヒデタカ		教授		修士（学校教育学）

		奥村　雅彦		教授 キョウジュ		博士（医療技術学）				井手口　範男 イデグチ ノリオ		教授		修士（人間科学）

		船橋　正夫		教授 キョウジュ		学士（保健衛生学）				老田　準司 オイタ ジュンジ		教授		教育学士

		三木　宏文 ミキ ヒロフミ		教授 キョウジュ		博士（医学）				尾﨑　朋文 サキ		教授		学士(法学)

		今井　信也		准教授		博士（医学）				中田　敬吾		教授		医学博士

		垣本　晃宏		講師		博士（医学）				仲西　宏元 ナカニシ ヒロモト		教授		博士（医学）

		武本　渚		助教		修士（保健学）				藤重　仁子		教授 キョウジュ		博士（言語文化学）

		山畑　飛鳥		助教		修士（保健学）				安田　実		教授		修士（大学アドミニストレーション）

										山下　仁		教授		博士（保健学）

										松熊　秀明		准教授・副学科長 ジュン キョウジュ フク ガッカ チョウ		博士（鍼灸学）

										熊野　弘子		准教授		博士（文化交渉学）

										増山　祥子		准教授 ジュン キョウジュ		修士（心身健康科学）

										佐野　加奈絵 サノ カ ナ エ		講師		博士（スポーツ科学）

										髙﨑　雷太 タカサキ ライタ		講師 コウシ		修士（保健医療学）

										高橋　秀郎 タカハシ ヒデ ロウ		講師 コウシ		修士（学術）

										辻　涼太 ツジ リョウタ		講師 コウシ		修士（保健医療学）

										辻丸　泰永		講師 コウシ		学士（法学）

										長尾　晋宏 ナガオ シン ヒロシ		講師		修士（文学）

										伊奈　新太郎 イ ナ シンタロウ		助教		修士（体育学）

										仲村　正子 ナカムラ マサコ		助教		修士（鍼灸学）

										信江　彩加 ノブエ アヤカ		助教 ジョ キョウ		修士（スポーツ科学）

										堀川　奈央 ホリカワ ナ オウ		助教 ジョ キョウ		修士（保健医療学）

										橋垣　志帆		助手		修士（保健医療学）

		氏名 シメイ		職位 ショクイ		学位

		山下　仁		保健医療学研究科長・保健医療学研究科　保健医療学専攻長 ホケン イリョウ ガク ケンキュウ カチョウ		博士（保健学）

		青木　元邦 アオキ モトクニ		保健医療学研究科　医療科学専攻長 ホケン イリョウ ガク ケンキュウ カ イリョウ カガク センコウ チョウ		博士（医学）

		吉村　弥須子 ヨシムラ ワタル スジ		保健医療学研究科　看護学専攻長 ホケンイリョウガクケンキュウカ カンゴガク センコウ チョウ		博士（看護学）

		上田　喜敏		（修士課程）教授		博士（工学）

		上田　真喜子 ウエダ マキコ		（修士課程）教授		医学博士

		荻原　俊男		（修士課程）教授		医学博士

		金尾　顕郎		（修士課程）教授		博士（医学）

		久保　忠彦 クボ タダヒコ		（修士課程）教授		博士（医学）

		長野　仁 ナガノ ヒトシ		（修士課程）教授		修士（鍼灸学）

		吉岡　敏治		（修士課程）教授		医学博士

		氏名 シメイ		職位 ショクイ		学位

		中西　伸子 ナカニシ ノブコ		助産学専攻科教授・専攻科長 センコウ カチョウ		博士（看護学）

		塚田　桃代 ツカダ モモヨ		助産学専攻科講師 コウシ		修士（看護学）

		西川　美樹 ニシカワ ミキ		助産学専攻科講師		修士（看護学）

		三宅　知里		助産学専攻科助教		修士（看護学）

		氏名 シメイ		職位 ショクイ		学位

		横山　浩之		鍼灸情報ｾﾝﾀｰ准教授 シンキュウ ジョウホウ ジュン キョウジュ		学士(鍼灸学)

		大川　祐世 オオカワ ユウ セ		鍼灸情報ｾﾝﾀｰ助教		修士（保健医療学）
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		氏名 シメイ				学位

		山下　仁		保健医療学研究科長・保健医療学研究科　保健医療学専攻長 ホケン イリョウ ガク ケンキュウ カチョウ		博士（保健学）

		青木　元邦 アオキ モトクニ		保健医療学研究科　医療科学専攻長 ホケン イリョウ ガク ケンキュウ カ イリョウ カガク センコウ チョウ		博士（医学）

		吉村　弥須子 ヨシムラ ワタル スジ		保健医療学研究科　看護学専攻長 ホケンイリョウガクケンキュウカ カンゴガク センコウ チョウ		博士（看護学）

		上田　喜敏		（修士課程）教授		博士（工学）

		上田　真喜子 ウエダ マキコ		（修士課程）教授		医学博士

		荻原　俊男		（修士課程）教授		医学博士

		金尾　顕郎		（修士課程）教授		博士（医学）

		久保　忠彦 クボ タダヒコ		（修士課程）教授		博士（医学）

		長野　仁 ナガノ ヒトシ		（修士課程）教授		修士（鍼灸学）

		吉岡　敏治		（修士課程）教授		医学博士





































































20200901

		20200901大学教職員名簿 ダイガク キョウ ショクイン メイボ

		№		職員番号 ショクイン バンゴウ		氏名 シメイ		ふりがな				2019年度情報公表データ ネン ド ジョウホウ コウヒョウ

		兼 ケン		00378		山下　仁		やました　ひとし		保健医療学研究科長 ホケン イリョウ ガク ケンキュウ カチョウ		博士（保健学）

		兼 ケン		00354		青木　元邦 アオキ モトクニ		あおき　もとくに		保健医療学研究科　医療科学専攻長 ホケン イリョウ ガク ケンキュウ カ イリョウ カガク センコウ チョウ		博士（医学）

		兼 ケン		00378		山下　仁		やました　ひとし		保健医療学研究科　保健医療学専攻長 ホケン イリョウ ガク ケンキュウ カ ホケン イリョウ ガク センコウ チョウ		博士（保健学）

		兼 ケン		00594		吉村　弥須子 ヨシムラ ワタル スジ		よしむら　やすこ		保健医療学研究科　看護学専攻長 ホケンイリョウガクケンキュウカ カンゴガク センコウ チョウ		博士（看護学）

		1		00348		上田　喜敏		うえだ　ひさとし		保健医療学専攻（修士課程）教授		博士（工学）

		2		00899		上田　真喜子 ウエダ マキコ		うえだ　まきこ		保健医療学専攻（修士課程）教授		医学博士

		3		00584		荻原　俊男		おぎはら　としお		保健医療学専攻（修士課程）教授		医学博士

		4		00377		金尾　顕郎		かなお　けんろう		保健医療学専攻（修士課程）教授		博士（医学）

		兼 ケン		01332		久保　忠彦 クボ タダヒコ		くぼ　ただひこ		保健医療学専攻（修士課程）教授		博士（医学）

		5		00125		長野　仁 ナガノ ヒトシ		ながの　ひとし		保健医療学専攻（修士課程）教授		修士（鍼灸学）

		6		00912		吉岡　敏治		よしおか　としはる		保健医療学専攻（修士課程）教授		医学博士

		№		職員番号 ショクイン バンゴウ		氏名 シメイ		ふりがな				学位

		1		00573		鍋田　智之 ナベタ トモユキ		なべた　ともゆき		鍼灸学科教授・学科長 シンキュウ ガッカ キョウジュ ガッカ チョウ		修士（保健医療学）

		2		00386		中原　英博		なかはら　ひでひろ		鍼灸学科教授・副学科長 シンキュウ ガッカ キョウジュ フク ガッカ チョウ		博士（医学）

		3		01122		阿部　秀高 アベ ヒデタカ		あべ　ひでたか		鍼灸学科教授 シンキュウ		修士（学校教育学）

		4		00896		井手口　範男 イデグチ ノリオ		いでぐち　のりお		鍼灸学科教授 シンキュウ ガッカ		修士（人間科学）

		5		00696		老田　準司 オイタ ジュンジ		おいた　じゅんじ		鍼灸学科教授 シンキュウ ガッカ		教育学士

		6		00018		尾﨑　朋文 サキ		おざき　ともふみ		鍼灸学科教授 シンキュウ ガッカ		学士(法学)

		7		00103		中田　敬吾		なかた　けいご		鍼灸学科教授 シンキュウ ガッカ		医学博士

		8		00362		仲西　宏元 ナカニシ ヒロモト		なかにし　ひろもと		鍼灸学科教授 シンキュウ ガッカ		博士（医学）

		9		00138		藤重　仁子		ふじしげ　ひとこ		鍼灸学科教授 シンキュウ ガッカ キョウジュ		博士（言語文化学）

		10		00035		安田　実		やすだ　みのる		鍼灸学科教授 シンキュウ ガッカ		修士（大学アドミニストレーション）

		11		00378		山下　仁		やました　ひとし		鍼灸学科教授 シンキュウ ガッカ		博士（保健学）

		12		00259		松熊　秀明		まつくま　ひであき		鍼灸学科准教授・副学科長 シンキュウ ガッカ ジュン キョウジュ フク ガッカ チョウ		博士（鍼灸学）

		13		01293		熊野　弘子		くまの ひろこ		鍼灸学科准教授		博士（文化交渉学）

		14		00352		増山　祥子		ますやま　しょうこ		鍼灸学科准教授 シンキュウ ガッカ ジュン キョウジュ		修士（心身健康科学）

		15		01137		佐野　加奈絵 サノ カ ナ エ		さの　かなえ		鍼灸学科講師		博士（スポーツ科学）

		16		00641		髙﨑　雷太 タカサキ ライタ		たかさき　らいた		鍼灸学科講師 シンキュウ ガッカ コウシ		修士（保健医療学）

		17		00233		高橋　秀郎 タカハシ ヒデ ロウ		たかはし　ひでろう		鍼灸学科講師 シンキュウ ガッカ コウシ		修士（学術）

		18		00435		辻　涼太 ツジ リョウタ		つじ　りょうた		鍼灸学科講師 シンキュウ ガッカ コウシ		修士（保健医療学）

		19		00316		辻丸　泰永		つじまる　やすのり		鍼灸学科講師 シンキュウ ガッカ コウシ		学士（法学）

		20		01049		長尾　晋宏 ナガオ シン ヒロシ		ながお　くにひろ		鍼灸学科講師 シンキュウ ガッカ		修士（文学）

		21		01138		伊奈　新太郎 イ ナ シンタロウ		いな　しんたろう		鍼灸学科助教		修士（体育学）

		22		01119		仲村　正子 ナカムラ マサコ		なかむら　まさこ		鍼灸学科助教		修士（鍼灸学）

		23		01208		信江　彩加 ノブエ アヤカ		のぶえ　あやか		鍼灸学科助教 シンキュウ ガッカ ジョ キョウ		修士（スポーツ科学）

		24		00855		堀川　奈央 ホリカワ ナ オウ		ほりかわ　なお		鍼灸学科助教 シンキュウ ガッカ ジョ キョウ		修士（保健医療学）

		25		01167		橋垣　志帆		はしがき　しほ		鍼灸学科助手		修士（保健医療学）

		№		職員番号 ショクイン バンゴウ		氏名 シメイ		ふりがな				学位

		1		00133		横山　浩之		よこやま　ひろゆき		鍼灸情報ｾﾝﾀｰ准教授 シンキュウ ジョウホウ ジュン キョウジュ		学士(鍼灸学)

		2		00718		大川　祐世 オオカワ ユウ セ		おおかわ　ゆうせ		鍼灸情報ｾﾝﾀｰ助教		修士（保健医療学）

		№		職員番号 ショクイン バンゴウ		氏名 シメイ		ふりがな				学位

		1		00347		三木屋　良輔		みきや　りょうすけ		理学療法学科教授・学科長 リガク リョウホウ ガッカ キョウジュ ガッカ チョウ		修士（医科学）

		2		00858		中根　征也 ナカネ セイヤ		なかね　せいや		理学療法学科教授・副学科長 リガク リョウホウ ガッカ キョウジュ フク ガッカ チョウ		修士（学術）

		3		00354		青木　元邦		あおき　もとくに		理学療法学科教授 リガク リョウホウ ガッカ キョウジュ		博士（医学）

		4		00388		河村　廣幸		かわむら　ひろゆき		理学療法学科教授 リガク リョウホウ ガッカ キョウジュ		－

		5		00395		北村　清一郎 キタムラ セイイチロウ		きたむら　せいいちろう		理学療法学科教授 リガク リョウホウ ガッカ キョウジュ		歯学博士

		6		00974		堀　竜次 ホリ タツ ツギ		ほり　りゅうじ		理学療法学科教授 リガク リョウホウ ガッカ キョウジュ		博士（医学）

		7		01005		松尾　安希子 マツオ		まつお　あきこ		理学療法学科教授 リガク リョウホウ ガッカ キョウジュ		博士（医学）

		8		00160		森谷　正之		もりたに　まさゆき		理学療法学科教授 リガク リョウホウ ガッカ キョウジュ		博士（歯学）

		9		00754		木内　隆裕 キウチ タカヒロ		きない　たかひろ		理学療法学科准教授 リガク リョウホウ ガッカ ジュン キョウジュ		修士（人間健康科学）

		10		00829		工藤　慎太郎 クドウ シンタロウ		くどう　しんたろう		理学療法学科准教授 リガク リョウホウ ガッカ ジュン キョウジュ		博士（医療科学）

		11		00655		澤田　優子 サワダ ユウコ		さわだ　ゆうこ		理学療法学科准教授 リガク リョウホウ ガッカ ジュン キョウジュ		博士（医学）

		12		00355		前田　薫		まえだ　かおる		理学療法学科准教授 リガク リョウホウ ガッカ ジュン キョウジュ		博士（医学）

		13		00427		角田　晃啓 カクタ アキラ ケイ		かくだ　あきひろ		理学療法学科講師 リガク リョウホウ ガッカ コウシ		修士（健康科学）

		14		00699		仲本　正美 ナカモト マサ		なかもと　まさみ		理学療法学科講師 リガク リョウホウ ガッカ コウシ		博士（医学）

		15		01050		杉本　圭 スギモト ケイ		すぎもと　けい		理学療法学科助教 リガク リョウホウ ガッカ ジョ キョウ		修士（学術）

		16		01209		林　真太郎 ハヤシ シンタロウ		はやし　しんたろう		理学療法学科助教		修士（保健医療学） シュウシ ホケン イリョウ ガク

		17		01120		松尾　浩希 マツオ ヒロ		まつお　ひろき		理学療法学科助教		修士（教育学）

		18		01210		檜垣　奨 ヒガキ ツトム		ひがき　つとむ		理学療法学科助手 ジョシュ		学士（理学療法学）

		19		01139		平川　正彦 ヒラカワ マサヒコ		ひらかわ　まさひこ		理学療法学科助手		学士（理学療法学）

		№		職員番号 ショクイン バンゴウ		氏名 シメイ		ふりがな				学位

		1		00594		吉村　弥須子 ヨシムラ ワタル スジ		よしむら　やすこ		看護学科教授・学科長 カンゴ ガッカ キョウジュ ガッカ チョウ		博士（看護学）

		2		00587		伊津美　孝子 イヅミ タカコ		いづみ　たかこ		看護学科教授・副学科長 カンゴ ガッカ キョウジュ		博士（工学）

		3		00603		藤本　陽子 フジモト ヨウコ		ふじもと　ようこ		看護学科教授・副学科長 カンゴ ガッカ キョウジュ		学士(社会福祉学)

		4		00393		安部　辰夫 アベ タツオ		あべ　たつお		看護学科教授 カンゴ ガッカ キョウジュ		博士（医学）

		5		00438		木田　岩男 キダ イワオ		きだ　いわお		看護学科教授 カンゴ ガッカ キョウジュ		博士（医学）

		6		00892		久木元　由紀子 クキ モト ユキコ		くきもと　ゆきこ		看護学科教授 カンゴ ガッカ キョウジュ		修士(看護学)

		7		01297		齋藤　雅子		さいとう まさこ		看護学科教授 カンゴ ガッカ キョウジュ		修士（臨床教育学）

		8		01302		白井　文恵		しらい ふみえ		看護学科教授 カンゴ ガッカ キョウジュ		博士（医学）

		9		01211		南部　登志江 ナンブ ノボル シ エ		なんぶ　としえ		看護学科教授 カンゴ ガッカ キョウジュ		博士（教育学）

		10		00987		福島　信也		ふくしま　のぶや		看護学科教授 カンゴ ガッカ キョウジュ		工学士

		11		01109		松田　智子		まつだ　ともこ		看護学科教授 カンゴ ガッカ キョウジュ		修士（教育学）

		12		00502		村上　生美 ムラカミ ナマ ビ		むらかみ　いくみ		看護学科教授 カンゴ ガッカ キョウジュ		博士（工学）

		13		00217		森　美侑紀 モリ ミユキ		もり　みゆき		看護学科教授 カンゴ ガッカ キョウジュ		博士（医学）

		14		01296		大熊　淳子		おおくま　あつこ		看護学科准教授 カンゴ ガッカ ジュンキョウジュ		修士（学術）

		15		00595		住田　陽子 スミダ ヨウコ		すみだ　ようこ		看護学科准教授 カンゴ ガッカ ジュンキョウジュ		修士(看護学)

		16		00831		関口　敏彰 セキグチ トシアキ		せきぐち　としあき		看護学科准教授 カンゴ ガッカ ジュンキョウジュ		社会健康医学修士（専門職）

		17		00749		外村　昌子 ソトムラ マサコ		そとむら　まさこ		看護学科准教授 カンゴ ガッカ ジュンキョウジュ		修士（看護学）

		18		00895		蓮池　光人 ハスイケ ヒカリ ヒト		はすいけ　みつと		看護学科准教授 カンゴ ガッカ ジュンキョウジュ		博士（看護学）

		19		00891		升田　寿賀子 マスダ スガコ		ますだ　すがこ		看護学科准教授 カンゴ ガッカ ジュンキョウジュ		修士（学術）

		20		01304		森本　喜代美		もりもと　きよみ		看護学科准教授 カンゴ ガッカ ジュンキョウジュ		博士（看護学）

		21		01306		岩佐　由美		いわさ　ゆみ		看護学科講師		修士（史学）

		22		01298		川添　英利子		かわぞえ　えりこ		看護学科講師		修士（看護学）

		23		01294		小西　由起子		こにし　ゆきこ		看護学科講師		修士（看護学）

		24		01305		小林　妙子		こばやし　たえこ		看護学科講師		修士（心身健康科学）

		25		01142		澤田　悦子 サワダ エツコ		さわだ　えつこ		看護学科講師		学士（学術）

		26		01212		髙木　みどり タカギ		たかぎ　みどり		看護学科講師		修士（健康科学）

		27		00967		徳島　佐由美 トクシマ サ ユ ビ		とくしま　さゆみ		看護学科講師		修士（看護学）

		28		01271		野田部　恵 ノ タベ メグミ		のたべ　めぐみ		看護学科講師		修士（看護学）

		29		01124		安井　渚 ヤスイ ナギサ		やすい　なぎさ		看護学科講師		修士（看護学）

		30		01323		矢野　貴恵		やの　たかみ		看護学科講師		修士（教育学）

		31		01143		越智　奈穂美 オチ ナ ホ ミ		おち　なおみ		看護学科助教 カンゴ ガッカ ジョ キョウ		修士（看護学）

		32		01214		樋口　優子 ヒグチ ユウコ		ひぐち　ゆうこ		看護学科助教 カンゴ ガッカ ジョ キョウ		修士（看護学）

		33		01215		宮本　佳子 ミヤモト ヨシコ		みやもと　よしこ		看護学科助教 カンゴ ガッカ ジョ キョウ		修士（臨床教育学）

		34		01216		矢野　秀蔵 ヤノ ヒデゾウ		やの　しゅうぞう		看護学科助教 カンゴ ガッカ ジョ キョウ		修士（看護学）

		35		01230		松村　比呂子 マツムラ ヒ ロ コ		まつむら　ひろこ		看護学科助手 カンゴ ガッカ ジョシュ		専門士（医療専門課程）

		№		職員番号 ショクイン バンゴウ		氏名 シメイ		ふりがな				学位

		1		01125		中西　伸子 ナカニシ ノブコ		なかにし　のぶこ		助産学専攻科教授・専攻科長 センコウ カチョウ		博士（看護学）

		2		01217		塚田　桃代 ツカダ モモヨ		つかだ　ももよ		助産学専攻科講師 コウシ		修士（看護学）

		3		01147		西川　美樹 ニシカワ ミキ		にしかわ　みき		助産学専攻科講師		修士（看護学）

		4		01301		三宅　知里		みやけ　ちさと		助産学専攻科助教		修士（看護学）

		№		職員番号 ショクイン バンゴウ		氏名 シメイ		ふりがな				学位

		1		00416		小林　貴代		こばやし　きよ		作業療法学科教授・学科長 サギョウ リョウホウ ガッカ キョウジュ ガッカ チョウ		－

		2		00971		松下　太		まつした　ふとし		作業療法学科教授・副学科長 サギョウ リョウホウ ガッカ キョウジュ フク ガッカ チョウ		博士（医学）

		3		00940		伊藤　直子 イトウ ナオコ		いとう　なおこ		作業療法学科教授 サギョウ リョウホウ ガッカ キョウジュ		修士（リハビリテーション科学）

		4		00910		橋本　弘子		はしもと　ひろこ		作業療法学科教授 サギョウ リョウホウ ガッカ キョウジュ		博士（保健学）

		5		01300		由利　禄巳 ゆり		ゆり　よしみ		作業療法学科教授		博士（保健学）

		6		01256		小川　泰弘		おがわ　やすひろ		作業療法学科講師 コウシ		博士（保健学）

		7		00973		中西　一 ハジメ		なかにし　はじめ		作業療法学科講師 サギョウ リョウホウ ガッカ コウシ		修士（保健学）

		8		00941		中村　めぐみ ナカムラ		なかむら　めぐみ		作業療法学科講師 サギョウ リョウホウ ガッカ コウシ		修士（人間健康科学）

		9		01254		東　泰弘		ひがし　やすひろ		作業療法学科講師 コウシ		博士（保健学）

		10		01121		金森　幸 カナモリ ユキ		かなもり　みゆき		作業療法学科助教		専門士（医療専門課程）

		№		職員番号 ショクイン バンゴウ		氏名 シメイ		ふりがな				学位

		1		00977		脇　英彦 ヒデヒコ		わき　ひでひこ		臨床検査学科教授・学科長 リンショウ ケンサ ガッカ キョウジュ ガッカ チョウ		博士（保健学）

		2		00976		森　誠司 セイジ		もり　せいじ		臨床検査学科教授・副学科長 リンショウ ケンサ ガッカ キョウジュ フク ガッカ チョウ		博士（保健学）

		退職 タイショク		01200		河口　直正 カワグチ ナオマサ		かわぐち　なおまさ		-		博士（医学）

		3		00106		川畑　浩久		かわはた　ひろひさ		臨床検査学科教授 リンショウ ケンサ ガッカ キョウジュ		博士（医学）

		4		00980		小林　吉晴		こばやし　よしはる		臨床検査学科教授 リンショウ ケンサ ガッカ キョウジュ		医学博士

		5		00979		小宮山　恭弘 ヤスヒロ		こみやま　やすひろ		臨床検査学科教授 リンショウ ケンサ ガッカ キョウジュ		博士（生活科学）

		6		00978		竹岡　啓子		たけおか　けいこ		臨床検査学科教授 リンショウ ケンサ ガッカ キョウジュ		博士（保健学）

		7		01295		田路　英作		とうじ　えいさく		臨床検査学科教授		－

		8		00984		前川　佳敬 マエカワ		まえかわ　よしひろ		臨床検査学科教授 リンショウ ケンサ ガッカ キョウジュ		博士（医学）

		9		01219		由谷　親夫 ユ タニ チカオ		ゆたに　ちかお		臨床検査学科教授 リンショウ ケンサ ガッカ キョウジュ		医学博士

		10		00983		小林　彩香		こばやし　あやか		臨床検査学科講師 リンショウ ケンサ ガッカ コウシ		修士（保健学）

		11		00981		藤原　牧子		ふじわら　まきこ		臨床検査学科講師 リンショウ ケンサ ガッカ コウシ		修士（医科学）

		12		00982		佐伯　康匠		さえき　こうぞう		臨床検査学科助教 リンショウ ケンサ ガッカ ジョ キョウ		修士（保健学）

		13		01207		関根　将 セキネ ショウ		せきね　しょう		臨床検査学科助教 リンショウ ケンサ ガッカ ジョ キョウ		修士（人間健康科学）

		№		職員番号 ショクイン バンゴウ		氏名 シメイ		ふりがな				学位

		1		01001		片山　俊郎 カタヤマ トシロウ		かたやま　としろう		臨床工学科教授・学科長 ガッカ チョウ		博士（工学）

		2		01048		五十嵐　淳介 イガラシ ジュン スケ		いがらし　じゅんすけ		臨床工学科教授		博士（医学）

		3		01126		稲田　慎 イナダ シン		いなだ　しん		臨床工学科教授		博士（工学）

		4		01127		中沢　一雄 ナカザワ カズオ		なかざわ　かずお		臨床工学科教授		博士（工学）

		5		01128		加納　寛也 カノウ ヒロシ ヤ		かのう　ひろや		臨床工学科准教授・副学科長 フク ガッカ チョウ		博士（医学）

		6		01130		辻　義弘 ツジ ヨシヒロ		つじ　よしひろ		臨床工学科准教授 ジュンキョウジュ		博士（応用情報科学）

		7		01136		西垣　孝行 ニシガキ タカユキ		にしがき　たかゆき		臨床工学科准教授 ジュンキョウジュ		博士（応用情報科学）

		8		01129		原　良昭 ハラ ヨシアキ		はら　よしあき		臨床工学科准教授 ジュンキョウジュ		博士（工学）

		9		01113		布江田　友理 ヌノ エ タ トモ リ		ふえだ　ゆり		臨床工学科准教授 ジュンキョウジュ		博士（工学）

		10		01131		藤江　建朗 フジエ ケン ロウ		ふじえ　たつろう		臨床工学科准教授 ジュンキョウジュ		修士（応用情報科学）

		11		01299		大久保　さやか		おおくぼ　さやか		臨床工学科講師		修士（応用情報科学）

		12		01303		信太　宗也		しだ　しゅうや		臨床工学科助教		博士（工学）

		№		職員番号 ショクイン バンゴウ		氏名 シメイ		ふりがな				学位

		1		01218		小縣　裕二 ショウ アガタ ユウジ		おがた　ゆうじ		診療放射線学科教授・学科長 シンリョウホウシャセンガッカ キョウジュ ガッカ チョウ		博士（保健学）

		2		01290		山口　功		やまぐち　いさお		診療放射線学科教授・副学科長 フク ガッカ チョウ		博士（保健学）

		3		01289		大西　英雄		おおにし　ひでお		診療放射線学科教授 シンリョウホウシャセンガッカ キョウジュ		博士（医学）

		4		01292		奥村　雅彦		おくむら　まさひこ		診療放射線学科教授 シンリョウホウシャセンガッカ キョウジュ		博士（医療技術学）

		5		01288		船橋　正夫		ふなはし　まさお		診療放射線学科教授 シンリョウホウシャセンガッカ キョウジュ		学士（保健衛生学）

		6		01118		三木　宏文 ミキ ヒロフミ		みき　ひろふみ		診療放射線学科教授 シンリョウホウシャセンガッカ キョウジュ		博士（医学）

		7		01285		今井　信也		いまい　しんや		診療放射線学科准教授		博士（医学）

		8		01287		垣本　晃宏		かきもと　あきひろ		診療放射線学科講師		博士（医学）

		9		01286		武本　渚		たけもと　なぎさ		診療放射線学科助教		修士（保健学）

		10		01291		山畑　飛鳥		やまはた　あすか		診療放射線学科助教		修士（保健学）







教員が有する学位一覧 （令和2年9月1日現在）

 診療放射線学科  鍼灸学科
氏名 職位 学位 氏名 職位 学位

小縣　裕二 教授・学科長 博士（保健学） 鍋田　智之 教授・学科長 修士（保健医療学）

山口　功 教授・副学科長 博士（保健学） 中原　英博 教授・副学科長 博士（医学）

大西　英雄 教授 博士（医学） 阿部　秀高 教授 修士（学校教育学）

奥村　雅彦 教授 博士（医療技術学） 井手口　範男 教授 修士（人間科学）

船橋　正夫 教授 学士（保健衛生学） 老田　準司 教授 教育学士

三木　宏文 教授 博士（医学） 尾﨑　朋文 教授 学士(法学)

今井　信也 准教授 博士（医学） 中田　敬吾 教授 医学博士

垣本　晃宏 講師 博士（医学） 仲西　宏元 教授 博士（医学）

武本　渚 助教 修士（保健学） 藤重　仁子 教授 博士（言語文化学）

山畑　飛鳥 助教 修士（保健学） 安田　実 教授 修士（大学アドミニストレーション）

山下　仁 教授 博士（保健学）

松熊　秀明 准教授・副学科長 博士（鍼灸学）

熊野　弘子 准教授 博士（文化交渉学）

増山　祥子 准教授 修士（心身健康科学）

佐野　加奈絵 講師 博士（スポーツ科学）

髙﨑　雷太 講師 修士（保健医療学）

高橋　秀郎 講師 修士（学術）

辻　涼太 講師 修士（保健医療学）

辻丸　泰永 講師 学士（法学）

長尾　晋宏 講師 修士（文学）

伊奈　新太郎 助教 修士（体育学）

仲村　正子 助教 修士（鍼灸学）

信江　彩加 助教 修士（スポーツ科学）

堀川　奈央 助教 修士（保健医療学）

橋垣　志帆 助手 修士（保健医療学）


Sheet2

		氏名 シメイ		職位 ショクイ		学位				氏名 シメイ		職位 ショクイ		学位

		吉村　弥須子 ヨシムラ ワタル スジ		教授・学科長 キョウジュ ガッカ チョウ		博士（看護学）				岩佐　由美		講師		修士（史学）

		伊津美　孝子 イヅミ タカコ		教授・副学科長 キョウジュ		博士（工学）				川添　英利子		講師		修士（看護学）

		藤本　陽子 フジモト ヨウコ		教授・副学科長 キョウジュ		学士(社会福祉学)				小西　由起子		講師		修士（看護学）

		安部　辰夫 アベ タツオ		教授 キョウジュ		博士（医学）				小林　妙子		講師		修士（心身健康科学）

		木田　岩男 キダ イワオ		教授 キョウジュ		博士（医学）				澤田　悦子 サワダ エツコ		講師		学士（学術）

		久木元　由紀子 クキ モト ユキコ		教授 キョウジュ		修士(看護学)				髙木　みどり タカギ		講師		修士（健康科学）

		齋藤　雅子		教授 キョウジュ		修士（臨床教育学）				徳島　佐由美 トクシマ サ ユ ビ		講師		修士（看護学）

		白井　文恵		教授 キョウジュ		博士（医学）				野田部　恵 ノ タベ メグミ		講師		修士（看護学）

		南部　登志江 ナンブ ノボル シ エ		教授 キョウジュ		博士（教育学）				安井　渚 ヤスイ ナギサ		講師		修士（看護学）

		福島　信也		教授 キョウジュ		工学士				矢野　貴恵		講師		修士（教育学）

		松田　智子		教授 キョウジュ		修士（教育学）				越智　奈穂美 オチ ナ ホ ミ		助教 ジョ キョウ		修士（看護学）

		村上　生美 ムラカミ ナマ ビ		教授 キョウジュ		博士（工学）				樋口　優子 ヒグチ ユウコ		助教 ジョ キョウ		修士（看護学）

		森　美侑紀 モリ ミユキ		教授 キョウジュ		博士（医学）				宮本　佳子 ミヤモト ヨシコ		助教 ジョ キョウ		修士（臨床教育学）

		大熊　淳子		准教授 ジュンキョウジュ		修士（学術）				矢野　秀蔵 ヤノ ヒデゾウ		助教 ジョ キョウ		修士（看護学）

		住田　陽子 スミダ ヨウコ		准教授 ジュンキョウジュ		修士(看護学)				松村　比呂子 マツムラ ヒ ロ コ		助手 ジョシュ		専門士（医療専門課程）

		関口　敏彰 セキグチ トシアキ		准教授 ジュンキョウジュ		社会健康医学修士（専門職）

		外村　昌子 ソトムラ マサコ		准教授 ジュンキョウジュ		修士（看護学）

		蓮池　光人 ハスイケ ヒカリ ヒト		准教授 ジュンキョウジュ		博士（看護学）

		升田　寿賀子 マスダ スガコ		准教授 ジュンキョウジュ		修士（学術）

		森本　喜代美		准教授 ジュンキョウジュ		博士（看護学）

		氏名 シメイ		職位 ショクイ		学位				氏名 シメイ		職位 ショクイ		学位

		三木屋　良輔		教授・学科長 キョウジュ ガッカ チョウ		修士（医科学）				小林　貴代		教授・学科長 キョウジュ ガッカ チョウ		－

		中根　征也 ナカネ セイヤ		教授・副学科長 キョウジュ フク ガッカ チョウ		修士（学術）				松下　太		教授・副学科長 キョウジュ フク ガッカ チョウ		博士（医学）

		青木　元邦		教授 キョウジュ		博士（医学）				伊藤　直子 イトウ ナオコ		教授 キョウジュ		修士（リハビリテーション科学）

		河村　廣幸		教授 キョウジュ		－				橋本　弘子		教授 キョウジュ		博士（保健学）

		北村　清一郎 キタムラ セイイチロウ		教授 キョウジュ		歯学博士				由利　禄巳 ゆり		教授		博士（保健学）

		堀　竜次 ホリ タツ ツギ		教授 キョウジュ		博士（医学）				小川　泰弘		講師 コウシ		博士（保健学）

		松尾　安希子 マツオ		教授 キョウジュ		博士（医学）				中西　一 ハジメ		講師 コウシ		修士（保健学）

		森谷　正之		教授 キョウジュ		博士（歯学）				中村　めぐみ ナカムラ		講師 コウシ		修士（人間健康科学）

		木内　隆裕 キウチ タカヒロ		准教授 ジュン キョウジュ		修士（人間健康科学）				東　泰弘		講師 コウシ		博士（保健学）

		工藤　慎太郎 クドウ シンタロウ		准教授 ジュン キョウジュ		博士（医療科学）				金森　幸 カナモリ ユキ		助教		専門士（医療専門課程）

		澤田　優子 サワダ ユウコ		准教授 ジュン キョウジュ		博士（医学）

		前田　薫		准教授 ジュン キョウジュ		博士（医学）

		角田　晃啓 カクタ アキラ ケイ		講師 コウシ		修士（健康科学）

		仲本　正美 ナカモト マサ		講師 コウシ		博士（医学）

		杉本　圭 スギモト ケイ		助教 ジョ キョウ		修士（学術）

		林　真太郎 ハヤシ シンタロウ		助教		修士（保健医療学） シュウシ ホケン イリョウ ガク

		松尾　浩希 マツオ ヒロ		助教		修士（教育学）

		檜垣　奨 ヒガキ ツトム		助手 ジョシュ		学士（理学療法学）

		平川　正彦 ヒラカワ マサヒコ		助手		学士（理学療法学）

		氏名 シメイ		職位 ショクイ		学位				氏名 シメイ		職位 ショクイ		学位

		脇　英彦 ヒデヒコ		教授・学科長 キョウジュ ガッカ チョウ		博士（保健学）				片山　俊郎 カタヤマ トシロウ		教授・学科長 ガッカ チョウ		博士（工学）

		森　誠司 セイジ		教授・副学科長 キョウジュ フク ガッカ チョウ		博士（保健学）				五十嵐　淳介 イガラシ ジュン スケ		教授		博士（医学）

		川畑　浩久		教授 キョウジュ		博士（医学）				稲田　慎 イナダ シン		教授		博士（工学）

		小林　吉晴		教授 キョウジュ		医学博士				中沢　一雄 ナカザワ カズオ		教授		博士（工学）

		小宮山　恭弘 ヤスヒロ		教授 キョウジュ		博士（生活科学）				加納　寛也 カノウ ヒロシ ヤ		准教授・副学科長 フク ガッカ チョウ		博士（医学）

		竹岡　啓子		教授 キョウジュ		博士（保健学）				辻　義弘 ツジ ヨシヒロ		准教授 ジュンキョウジュ		博士（応用情報科学）

		田路　英作		教授		－				西垣　孝行 ニシガキ タカユキ		准教授 ジュンキョウジュ		博士（応用情報科学）

		前川　佳敬 マエカワ		教授 キョウジュ		博士（医学）				原　良昭 ハラ ヨシアキ		准教授 ジュンキョウジュ		博士（工学）

		由谷　親夫 ユ タニ チカオ		教授 キョウジュ		医学博士				布江田　友理 ヌノ エ タ トモ リ		准教授 ジュンキョウジュ		博士（工学）

		小林　彩香		講師 コウシ		修士（保健学）				藤江　建朗 フジエ ケン ロウ		准教授 ジュンキョウジュ		修士（応用情報科学）

		藤原　牧子		講師 コウシ		修士（医科学）				大久保　さやか		講師		修士（応用情報科学）

		佐伯　康匠		助教 ジョ キョウ		修士（保健学）				信太　宗也		助教		博士（工学）

		関根　将 セキネ ショウ		助教 ジョ キョウ		修士（人間健康科学）

		氏名 シメイ		職位 ショクイ		学位				氏名 シメイ		職位 ショクイ		学位

		小縣　裕二 ショウ アガタ ユウジ		教授・学科長 キョウジュ ガッカ チョウ		博士（保健学）				鍋田　智之 ナベタ トモユキ		教授・学科長 キョウジュ ガッカ チョウ		修士（保健医療学）

		山口　功		教授・副学科長 フク ガッカ チョウ		博士（保健学）				中原　英博		教授・副学科長 キョウジュ フク ガッカ チョウ		博士（医学）

		大西　英雄		教授 キョウジュ		博士（医学）				阿部　秀高 アベ ヒデタカ		教授		修士（学校教育学）

		奥村　雅彦		教授 キョウジュ		博士（医療技術学）				井手口　範男 イデグチ ノリオ		教授		修士（人間科学）

		船橋　正夫		教授 キョウジュ		学士（保健衛生学）				老田　準司 オイタ ジュンジ		教授		教育学士

		三木　宏文 ミキ ヒロフミ		教授 キョウジュ		博士（医学）				尾﨑　朋文 サキ		教授		学士(法学)

		今井　信也		准教授		博士（医学）				中田　敬吾		教授		医学博士

		垣本　晃宏		講師		博士（医学）				仲西　宏元 ナカニシ ヒロモト		教授		博士（医学）

		武本　渚		助教		修士（保健学）				藤重　仁子		教授 キョウジュ		博士（言語文化学）

		山畑　飛鳥		助教		修士（保健学）				安田　実		教授		修士（大学アドミニストレーション）

										山下　仁		教授		博士（保健学）

										松熊　秀明		准教授・副学科長 ジュン キョウジュ フク ガッカ チョウ		博士（鍼灸学）

										熊野　弘子		准教授		博士（文化交渉学）

										増山　祥子		准教授 ジュン キョウジュ		修士（心身健康科学）

										佐野　加奈絵 サノ カ ナ エ		講師		博士（スポーツ科学）

										髙﨑　雷太 タカサキ ライタ		講師 コウシ		修士（保健医療学）

										高橋　秀郎 タカハシ ヒデ ロウ		講師 コウシ		修士（学術）

										辻　涼太 ツジ リョウタ		講師 コウシ		修士（保健医療学）

										辻丸　泰永		講師 コウシ		学士（法学）

										長尾　晋宏 ナガオ シン ヒロシ		講師		修士（文学）

										伊奈　新太郎 イ ナ シンタロウ		助教		修士（体育学）

										仲村　正子 ナカムラ マサコ		助教		修士（鍼灸学）

										信江　彩加 ノブエ アヤカ		助教 ジョ キョウ		修士（スポーツ科学）

										堀川　奈央 ホリカワ ナ オウ		助教 ジョ キョウ		修士（保健医療学）

										橋垣　志帆		助手		修士（保健医療学）



		氏名 シメイ		職位 ショクイ		学位

		山下　仁		保健医療学研究科長・保健医療学研究科　保健医療学専攻長 ホケン イリョウ ガク ケンキュウ カチョウ		博士（保健学）

		青木　元邦 アオキ モトクニ		保健医療学研究科　医療科学専攻長 ホケン イリョウ ガク ケンキュウ カ イリョウ カガク センコウ チョウ		博士（医学）

		吉村　弥須子 ヨシムラ ワタル スジ		保健医療学研究科　看護学専攻長 ホケンイリョウガクケンキュウカ カンゴガク センコウ チョウ		博士（看護学）

		上田　喜敏		（修士課程）教授		博士（工学）

		上田　真喜子 ウエダ マキコ		（修士課程）教授		医学博士

		荻原　俊男		（修士課程）教授		医学博士

		金尾　顕郎		（修士課程）教授		博士（医学）

		久保　忠彦 クボ タダヒコ		（修士課程）教授		博士（医学）

		長野　仁 ナガノ ヒトシ		（修士課程）教授		修士（鍼灸学）

		吉岡　敏治		（修士課程）教授		医学博士

		氏名 シメイ		職位 ショクイ		学位

		中西　伸子 ナカニシ ノブコ		助産学専攻科教授・専攻科長 センコウ カチョウ		博士（看護学）

		塚田　桃代 ツカダ モモヨ		助産学専攻科講師 コウシ		修士（看護学）

		西川　美樹 ニシカワ ミキ		助産学専攻科講師		修士（看護学）

		三宅　知里		助産学専攻科助教		修士（看護学）

		氏名 シメイ		職位 ショクイ		学位

		横山　浩之		鍼灸情報ｾﾝﾀｰ准教授 シンキュウ ジョウホウ ジュン キョウジュ		学士(鍼灸学)

		大川　祐世 オオカワ ユウ セ		鍼灸情報ｾﾝﾀｰ助教		修士（保健医療学）





20200901 (2)

		氏名 シメイ				学位

		山下　仁		保健医療学研究科長・保健医療学研究科　保健医療学専攻長 ホケン イリョウ ガク ケンキュウ カチョウ		博士（保健学）

		青木　元邦 アオキ モトクニ		保健医療学研究科　医療科学専攻長 ホケン イリョウ ガク ケンキュウ カ イリョウ カガク センコウ チョウ		博士（医学）

		吉村　弥須子 ヨシムラ ワタル スジ		保健医療学研究科　看護学専攻長 ホケンイリョウガクケンキュウカ カンゴガク センコウ チョウ		博士（看護学）

		上田　喜敏		（修士課程）教授		博士（工学）

		上田　真喜子 ウエダ マキコ		（修士課程）教授		医学博士

		荻原　俊男		（修士課程）教授		医学博士

		金尾　顕郎		（修士課程）教授		博士（医学）

		久保　忠彦 クボ タダヒコ		（修士課程）教授		博士（医学）

		長野　仁 ナガノ ヒトシ		（修士課程）教授		修士（鍼灸学）

		吉岡　敏治		（修士課程）教授		医学博士





































































20200901

		20200901大学教職員名簿 ダイガク キョウ ショクイン メイボ

		№		職員番号 ショクイン バンゴウ		氏名 シメイ		ふりがな				2019年度情報公表データ ネン ド ジョウホウ コウヒョウ

		兼 ケン		00378		山下　仁		やました　ひとし		保健医療学研究科長 ホケン イリョウ ガク ケンキュウ カチョウ		博士（保健学）

		兼 ケン		00354		青木　元邦 アオキ モトクニ		あおき　もとくに		保健医療学研究科　医療科学専攻長 ホケン イリョウ ガク ケンキュウ カ イリョウ カガク センコウ チョウ		博士（医学）

		兼 ケン		00378		山下　仁		やました　ひとし		保健医療学研究科　保健医療学専攻長 ホケン イリョウ ガク ケンキュウ カ ホケン イリョウ ガク センコウ チョウ		博士（保健学）

		兼 ケン		00594		吉村　弥須子 ヨシムラ ワタル スジ		よしむら　やすこ		保健医療学研究科　看護学専攻長 ホケンイリョウガクケンキュウカ カンゴガク センコウ チョウ		博士（看護学）

		1		00348		上田　喜敏		うえだ　ひさとし		保健医療学専攻（修士課程）教授		博士（工学）

		2		00899		上田　真喜子 ウエダ マキコ		うえだ　まきこ		保健医療学専攻（修士課程）教授		医学博士

		3		00584		荻原　俊男		おぎはら　としお		保健医療学専攻（修士課程）教授		医学博士

		4		00377		金尾　顕郎		かなお　けんろう		保健医療学専攻（修士課程）教授		博士（医学）

		兼 ケン		01332		久保　忠彦 クボ タダヒコ		くぼ　ただひこ		保健医療学専攻（修士課程）教授		博士（医学）

		5		00125		長野　仁 ナガノ ヒトシ		ながの　ひとし		保健医療学専攻（修士課程）教授		修士（鍼灸学）

		6		00912		吉岡　敏治		よしおか　としはる		保健医療学専攻（修士課程）教授		医学博士

		№		職員番号 ショクイン バンゴウ		氏名 シメイ		ふりがな				学位

		1		00573		鍋田　智之 ナベタ トモユキ		なべた　ともゆき		鍼灸学科教授・学科長 シンキュウ ガッカ キョウジュ ガッカ チョウ		修士（保健医療学）

		2		00386		中原　英博		なかはら　ひでひろ		鍼灸学科教授・副学科長 シンキュウ ガッカ キョウジュ フク ガッカ チョウ		博士（医学）

		3		01122		阿部　秀高 アベ ヒデタカ		あべ　ひでたか		鍼灸学科教授 シンキュウ		修士（学校教育学）

		4		00896		井手口　範男 イデグチ ノリオ		いでぐち　のりお		鍼灸学科教授 シンキュウ ガッカ		修士（人間科学）

		5		00696		老田　準司 オイタ ジュンジ		おいた　じゅんじ		鍼灸学科教授 シンキュウ ガッカ		教育学士

		6		00018		尾﨑　朋文 サキ		おざき　ともふみ		鍼灸学科教授 シンキュウ ガッカ		学士(法学)

		7		00103		中田　敬吾		なかた　けいご		鍼灸学科教授 シンキュウ ガッカ		医学博士

		8		00362		仲西　宏元 ナカニシ ヒロモト		なかにし　ひろもと		鍼灸学科教授 シンキュウ ガッカ		博士（医学）

		9		00138		藤重　仁子		ふじしげ　ひとこ		鍼灸学科教授 シンキュウ ガッカ キョウジュ		博士（言語文化学）

		10		00035		安田　実		やすだ　みのる		鍼灸学科教授 シンキュウ ガッカ		修士（大学アドミニストレーション）

		11		00378		山下　仁		やました　ひとし		鍼灸学科教授 シンキュウ ガッカ		博士（保健学）

		12		00259		松熊　秀明		まつくま　ひであき		鍼灸学科准教授・副学科長 シンキュウ ガッカ ジュン キョウジュ フク ガッカ チョウ		博士（鍼灸学）

		13		01293		熊野　弘子		くまの ひろこ		鍼灸学科准教授		博士（文化交渉学）

		14		00352		増山　祥子		ますやま　しょうこ		鍼灸学科准教授 シンキュウ ガッカ ジュン キョウジュ		修士（心身健康科学）

		15		01137		佐野　加奈絵 サノ カ ナ エ		さの　かなえ		鍼灸学科講師		博士（スポーツ科学）

		16		00641		髙﨑　雷太 タカサキ ライタ		たかさき　らいた		鍼灸学科講師 シンキュウ ガッカ コウシ		修士（保健医療学）

		17		00233		高橋　秀郎 タカハシ ヒデ ロウ		たかはし　ひでろう		鍼灸学科講師 シンキュウ ガッカ コウシ		修士（学術）

		18		00435		辻　涼太 ツジ リョウタ		つじ　りょうた		鍼灸学科講師 シンキュウ ガッカ コウシ		修士（保健医療学）

		19		00316		辻丸　泰永		つじまる　やすのり		鍼灸学科講師 シンキュウ ガッカ コウシ		学士（法学）

		20		01049		長尾　晋宏 ナガオ シン ヒロシ		ながお　くにひろ		鍼灸学科講師 シンキュウ ガッカ		修士（文学）

		21		01138		伊奈　新太郎 イ ナ シンタロウ		いな　しんたろう		鍼灸学科助教		修士（体育学）

		22		01119		仲村　正子 ナカムラ マサコ		なかむら　まさこ		鍼灸学科助教		修士（鍼灸学）

		23		01208		信江　彩加 ノブエ アヤカ		のぶえ　あやか		鍼灸学科助教 シンキュウ ガッカ ジョ キョウ		修士（スポーツ科学）

		24		00855		堀川　奈央 ホリカワ ナ オウ		ほりかわ　なお		鍼灸学科助教 シンキュウ ガッカ ジョ キョウ		修士（保健医療学）

		25		01167		橋垣　志帆		はしがき　しほ		鍼灸学科助手		修士（保健医療学）

		№		職員番号 ショクイン バンゴウ		氏名 シメイ		ふりがな				学位

		1		00133		横山　浩之		よこやま　ひろゆき		鍼灸情報ｾﾝﾀｰ准教授 シンキュウ ジョウホウ ジュン キョウジュ		学士(鍼灸学)

		2		00718		大川　祐世 オオカワ ユウ セ		おおかわ　ゆうせ		鍼灸情報ｾﾝﾀｰ助教		修士（保健医療学）

		№		職員番号 ショクイン バンゴウ		氏名 シメイ		ふりがな				学位

		1		00347		三木屋　良輔		みきや　りょうすけ		理学療法学科教授・学科長 リガク リョウホウ ガッカ キョウジュ ガッカ チョウ		修士（医科学）

		2		00858		中根　征也 ナカネ セイヤ		なかね　せいや		理学療法学科教授・副学科長 リガク リョウホウ ガッカ キョウジュ フク ガッカ チョウ		修士（学術）

		3		00354		青木　元邦		あおき　もとくに		理学療法学科教授 リガク リョウホウ ガッカ キョウジュ		博士（医学）

		4		00388		河村　廣幸		かわむら　ひろゆき		理学療法学科教授 リガク リョウホウ ガッカ キョウジュ		－

		5		00395		北村　清一郎 キタムラ セイイチロウ		きたむら　せいいちろう		理学療法学科教授 リガク リョウホウ ガッカ キョウジュ		歯学博士

		6		00974		堀　竜次 ホリ タツ ツギ		ほり　りゅうじ		理学療法学科教授 リガク リョウホウ ガッカ キョウジュ		博士（医学）

		7		01005		松尾　安希子 マツオ		まつお　あきこ		理学療法学科教授 リガク リョウホウ ガッカ キョウジュ		博士（医学）

		8		00160		森谷　正之		もりたに　まさゆき		理学療法学科教授 リガク リョウホウ ガッカ キョウジュ		博士（歯学）

		9		00754		木内　隆裕 キウチ タカヒロ		きない　たかひろ		理学療法学科准教授 リガク リョウホウ ガッカ ジュン キョウジュ		修士（人間健康科学）

		10		00829		工藤　慎太郎 クドウ シンタロウ		くどう　しんたろう		理学療法学科准教授 リガク リョウホウ ガッカ ジュン キョウジュ		博士（医療科学）

		11		00655		澤田　優子 サワダ ユウコ		さわだ　ゆうこ		理学療法学科准教授 リガク リョウホウ ガッカ ジュン キョウジュ		博士（医学）

		12		00355		前田　薫		まえだ　かおる		理学療法学科准教授 リガク リョウホウ ガッカ ジュン キョウジュ		博士（医学）

		13		00427		角田　晃啓 カクタ アキラ ケイ		かくだ　あきひろ		理学療法学科講師 リガク リョウホウ ガッカ コウシ		修士（健康科学）

		14		00699		仲本　正美 ナカモト マサ		なかもと　まさみ		理学療法学科講師 リガク リョウホウ ガッカ コウシ		博士（医学）

		15		01050		杉本　圭 スギモト ケイ		すぎもと　けい		理学療法学科助教 リガク リョウホウ ガッカ ジョ キョウ		修士（学術）

		16		01209		林　真太郎 ハヤシ シンタロウ		はやし　しんたろう		理学療法学科助教		修士（保健医療学） シュウシ ホケン イリョウ ガク

		17		01120		松尾　浩希 マツオ ヒロ		まつお　ひろき		理学療法学科助教		修士（教育学）

		18		01210		檜垣　奨 ヒガキ ツトム		ひがき　つとむ		理学療法学科助手 ジョシュ		学士（理学療法学）

		19		01139		平川　正彦 ヒラカワ マサヒコ		ひらかわ　まさひこ		理学療法学科助手		学士（理学療法学）

		№		職員番号 ショクイン バンゴウ		氏名 シメイ		ふりがな				学位

		1		00594		吉村　弥須子 ヨシムラ ワタル スジ		よしむら　やすこ		看護学科教授・学科長 カンゴ ガッカ キョウジュ ガッカ チョウ		博士（看護学）

		2		00587		伊津美　孝子 イヅミ タカコ		いづみ　たかこ		看護学科教授・副学科長 カンゴ ガッカ キョウジュ		博士（工学）

		3		00603		藤本　陽子 フジモト ヨウコ		ふじもと　ようこ		看護学科教授・副学科長 カンゴ ガッカ キョウジュ		学士(社会福祉学)

		4		00393		安部　辰夫 アベ タツオ		あべ　たつお		看護学科教授 カンゴ ガッカ キョウジュ		博士（医学）

		5		00438		木田　岩男 キダ イワオ		きだ　いわお		看護学科教授 カンゴ ガッカ キョウジュ		博士（医学）

		6		00892		久木元　由紀子 クキ モト ユキコ		くきもと　ゆきこ		看護学科教授 カンゴ ガッカ キョウジュ		修士(看護学)

		7		01297		齋藤　雅子		さいとう まさこ		看護学科教授 カンゴ ガッカ キョウジュ		修士（臨床教育学）

		8		01302		白井　文恵		しらい ふみえ		看護学科教授 カンゴ ガッカ キョウジュ		博士（医学）

		9		01211		南部　登志江 ナンブ ノボル シ エ		なんぶ　としえ		看護学科教授 カンゴ ガッカ キョウジュ		博士（教育学）

		10		00987		福島　信也		ふくしま　のぶや		看護学科教授 カンゴ ガッカ キョウジュ		工学士

		11		01109		松田　智子		まつだ　ともこ		看護学科教授 カンゴ ガッカ キョウジュ		修士（教育学）

		12		00502		村上　生美 ムラカミ ナマ ビ		むらかみ　いくみ		看護学科教授 カンゴ ガッカ キョウジュ		博士（工学）

		13		00217		森　美侑紀 モリ ミユキ		もり　みゆき		看護学科教授 カンゴ ガッカ キョウジュ		博士（医学）

		14		01296		大熊　淳子		おおくま　あつこ		看護学科准教授 カンゴ ガッカ ジュンキョウジュ		修士（学術）

		15		00595		住田　陽子 スミダ ヨウコ		すみだ　ようこ		看護学科准教授 カンゴ ガッカ ジュンキョウジュ		修士(看護学)

		16		00831		関口　敏彰 セキグチ トシアキ		せきぐち　としあき		看護学科准教授 カンゴ ガッカ ジュンキョウジュ		社会健康医学修士（専門職）

		17		00749		外村　昌子 ソトムラ マサコ		そとむら　まさこ		看護学科准教授 カンゴ ガッカ ジュンキョウジュ		修士（看護学）

		18		00895		蓮池　光人 ハスイケ ヒカリ ヒト		はすいけ　みつと		看護学科准教授 カンゴ ガッカ ジュンキョウジュ		博士（看護学）

		19		00891		升田　寿賀子 マスダ スガコ		ますだ　すがこ		看護学科准教授 カンゴ ガッカ ジュンキョウジュ		修士（学術）

		20		01304		森本　喜代美		もりもと　きよみ		看護学科准教授 カンゴ ガッカ ジュンキョウジュ		博士（看護学）

		21		01306		岩佐　由美		いわさ　ゆみ		看護学科講師		修士（史学）

		22		01298		川添　英利子		かわぞえ　えりこ		看護学科講師		修士（看護学）

		23		01294		小西　由起子		こにし　ゆきこ		看護学科講師		修士（看護学）

		24		01305		小林　妙子		こばやし　たえこ		看護学科講師		修士（心身健康科学）

		25		01142		澤田　悦子 サワダ エツコ		さわだ　えつこ		看護学科講師		学士（学術）

		26		01212		髙木　みどり タカギ		たかぎ　みどり		看護学科講師		修士（健康科学）

		27		00967		徳島　佐由美 トクシマ サ ユ ビ		とくしま　さゆみ		看護学科講師		修士（看護学）

		28		01271		野田部　恵 ノ タベ メグミ		のたべ　めぐみ		看護学科講師		修士（看護学）

		29		01124		安井　渚 ヤスイ ナギサ		やすい　なぎさ		看護学科講師		修士（看護学）

		30		01323		矢野　貴恵		やの　たかみ		看護学科講師		修士（教育学）

		31		01143		越智　奈穂美 オチ ナ ホ ミ		おち　なおみ		看護学科助教 カンゴ ガッカ ジョ キョウ		修士（看護学）

		32		01214		樋口　優子 ヒグチ ユウコ		ひぐち　ゆうこ		看護学科助教 カンゴ ガッカ ジョ キョウ		修士（看護学）

		33		01215		宮本　佳子 ミヤモト ヨシコ		みやもと　よしこ		看護学科助教 カンゴ ガッカ ジョ キョウ		修士（臨床教育学）

		34		01216		矢野　秀蔵 ヤノ ヒデゾウ		やの　しゅうぞう		看護学科助教 カンゴ ガッカ ジョ キョウ		修士（看護学）

		35		01230		松村　比呂子 マツムラ ヒ ロ コ		まつむら　ひろこ		看護学科助手 カンゴ ガッカ ジョシュ		専門士（医療専門課程）

		№		職員番号 ショクイン バンゴウ		氏名 シメイ		ふりがな				学位

		1		01125		中西　伸子 ナカニシ ノブコ		なかにし　のぶこ		助産学専攻科教授・専攻科長 センコウ カチョウ		博士（看護学）

		2		01217		塚田　桃代 ツカダ モモヨ		つかだ　ももよ		助産学専攻科講師 コウシ		修士（看護学）

		3		01147		西川　美樹 ニシカワ ミキ		にしかわ　みき		助産学専攻科講師		修士（看護学）

		4		01301		三宅　知里		みやけ　ちさと		助産学専攻科助教		修士（看護学）

		№		職員番号 ショクイン バンゴウ		氏名 シメイ		ふりがな				学位

		1		00416		小林　貴代		こばやし　きよ		作業療法学科教授・学科長 サギョウ リョウホウ ガッカ キョウジュ ガッカ チョウ		－

		2		00971		松下　太		まつした　ふとし		作業療法学科教授・副学科長 サギョウ リョウホウ ガッカ キョウジュ フク ガッカ チョウ		博士（医学）

		3		00940		伊藤　直子 イトウ ナオコ		いとう　なおこ		作業療法学科教授 サギョウ リョウホウ ガッカ キョウジュ		修士（リハビリテーション科学）

		4		00910		橋本　弘子		はしもと　ひろこ		作業療法学科教授 サギョウ リョウホウ ガッカ キョウジュ		博士（保健学）

		5		01300		由利　禄巳 ゆり		ゆり　よしみ		作業療法学科教授		博士（保健学）

		6		01256		小川　泰弘		おがわ　やすひろ		作業療法学科講師 コウシ		博士（保健学）

		7		00973		中西　一 ハジメ		なかにし　はじめ		作業療法学科講師 サギョウ リョウホウ ガッカ コウシ		修士（保健学）

		8		00941		中村　めぐみ ナカムラ		なかむら　めぐみ		作業療法学科講師 サギョウ リョウホウ ガッカ コウシ		修士（人間健康科学）

		9		01254		東　泰弘		ひがし　やすひろ		作業療法学科講師 コウシ		博士（保健学）

		10		01121		金森　幸 カナモリ ユキ		かなもり　みゆき		作業療法学科助教		専門士（医療専門課程）

		№		職員番号 ショクイン バンゴウ		氏名 シメイ		ふりがな				学位

		1		00977		脇　英彦 ヒデヒコ		わき　ひでひこ		臨床検査学科教授・学科長 リンショウ ケンサ ガッカ キョウジュ ガッカ チョウ		博士（保健学）

		2		00976		森　誠司 セイジ		もり　せいじ		臨床検査学科教授・副学科長 リンショウ ケンサ ガッカ キョウジュ フク ガッカ チョウ		博士（保健学）

		退職 タイショク		01200		河口　直正 カワグチ ナオマサ		かわぐち　なおまさ		-		博士（医学）

		3		00106		川畑　浩久		かわはた　ひろひさ		臨床検査学科教授 リンショウ ケンサ ガッカ キョウジュ		博士（医学）

		4		00980		小林　吉晴		こばやし　よしはる		臨床検査学科教授 リンショウ ケンサ ガッカ キョウジュ		医学博士

		5		00979		小宮山　恭弘 ヤスヒロ		こみやま　やすひろ		臨床検査学科教授 リンショウ ケンサ ガッカ キョウジュ		博士（生活科学）

		6		00978		竹岡　啓子		たけおか　けいこ		臨床検査学科教授 リンショウ ケンサ ガッカ キョウジュ		博士（保健学）

		7		01295		田路　英作		とうじ　えいさく		臨床検査学科教授		－

		8		00984		前川　佳敬 マエカワ		まえかわ　よしひろ		臨床検査学科教授 リンショウ ケンサ ガッカ キョウジュ		博士（医学）

		9		01219		由谷　親夫 ユ タニ チカオ		ゆたに　ちかお		臨床検査学科教授 リンショウ ケンサ ガッカ キョウジュ		医学博士

		10		00983		小林　彩香		こばやし　あやか		臨床検査学科講師 リンショウ ケンサ ガッカ コウシ		修士（保健学）

		11		00981		藤原　牧子		ふじわら　まきこ		臨床検査学科講師 リンショウ ケンサ ガッカ コウシ		修士（医科学）

		12		00982		佐伯　康匠		さえき　こうぞう		臨床検査学科助教 リンショウ ケンサ ガッカ ジョ キョウ		修士（保健学）

		13		01207		関根　将 セキネ ショウ		せきね　しょう		臨床検査学科助教 リンショウ ケンサ ガッカ ジョ キョウ		修士（人間健康科学）

		№		職員番号 ショクイン バンゴウ		氏名 シメイ		ふりがな				学位

		1		01001		片山　俊郎 カタヤマ トシロウ		かたやま　としろう		臨床工学科教授・学科長 ガッカ チョウ		博士（工学）

		2		01048		五十嵐　淳介 イガラシ ジュン スケ		いがらし　じゅんすけ		臨床工学科教授		博士（医学）

		3		01126		稲田　慎 イナダ シン		いなだ　しん		臨床工学科教授		博士（工学）

		4		01127		中沢　一雄 ナカザワ カズオ		なかざわ　かずお		臨床工学科教授		博士（工学）

		5		01128		加納　寛也 カノウ ヒロシ ヤ		かのう　ひろや		臨床工学科准教授・副学科長 フク ガッカ チョウ		博士（医学）

		6		01130		辻　義弘 ツジ ヨシヒロ		つじ　よしひろ		臨床工学科准教授 ジュンキョウジュ		博士（応用情報科学）

		7		01136		西垣　孝行 ニシガキ タカユキ		にしがき　たかゆき		臨床工学科准教授 ジュンキョウジュ		博士（応用情報科学）

		8		01129		原　良昭 ハラ ヨシアキ		はら　よしあき		臨床工学科准教授 ジュンキョウジュ		博士（工学）

		9		01113		布江田　友理 ヌノ エ タ トモ リ		ふえだ　ゆり		臨床工学科准教授 ジュンキョウジュ		博士（工学）

		10		01131		藤江　建朗 フジエ ケン ロウ		ふじえ　たつろう		臨床工学科准教授 ジュンキョウジュ		修士（応用情報科学）

		11		01299		大久保　さやか		おおくぼ　さやか		臨床工学科講師		修士（応用情報科学）

		12		01303		信太　宗也		しだ　しゅうや		臨床工学科助教		博士（工学）

		№		職員番号 ショクイン バンゴウ		氏名 シメイ		ふりがな				学位

		1		01218		小縣　裕二 ショウ アガタ ユウジ		おがた　ゆうじ		診療放射線学科教授・学科長 シンリョウホウシャセンガッカ キョウジュ ガッカ チョウ		博士（保健学）

		2		01290		山口　功		やまぐち　いさお		診療放射線学科教授・副学科長 フク ガッカ チョウ		博士（保健学）

		3		01289		大西　英雄		おおにし　ひでお		診療放射線学科教授 シンリョウホウシャセンガッカ キョウジュ		博士（医学）

		4		01292		奥村　雅彦		おくむら　まさひこ		診療放射線学科教授 シンリョウホウシャセンガッカ キョウジュ		博士（医療技術学）

		5		01288		船橋　正夫		ふなはし　まさお		診療放射線学科教授 シンリョウホウシャセンガッカ キョウジュ		学士（保健衛生学）

		6		01118		三木　宏文 ミキ ヒロフミ		みき　ひろふみ		診療放射線学科教授 シンリョウホウシャセンガッカ キョウジュ		博士（医学）

		7		01285		今井　信也		いまい　しんや		診療放射線学科准教授		博士（医学）

		8		01287		垣本　晃宏		かきもと　あきひろ		診療放射線学科講師		博士（医学）

		9		01286		武本　渚		たけもと　なぎさ		診療放射線学科助教		修士（保健学）

		10		01291		山畑　飛鳥		やまはた　あすか		診療放射線学科助教		修士（保健学）
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氏名 職位 学位 氏名 職位 学位

中西　伸子 教授・専攻科長 博士（看護学）

塚田　桃代 講師 修士（看護学）

西川　美樹 講師 修士（看護学）

青木　元邦 医療科学専攻長 博士（医学） 三宅　知里 助教 修士（看護学）

吉村　弥須子 看護学専攻長 博士（看護学）

上田　喜敏 教授 博士（工学）

上田　真喜子 教授 医学博士

荻原　俊男 教授 医学博士 氏名 職位 学位

金尾　顕郎 教授 博士（医学） 横山　浩之 准教授 学士(鍼灸学)

久保　忠彦 教授 博士（医学） 大川　祐世 助教 修士（保健医療学）

長野　仁 教授 修士（鍼灸学）

吉岡　敏治 教授 医学博士

山下　仁
教授

保健医療学研究科長
保健医療学専攻長

博士（保健学）


Sheet2

		氏名 シメイ		職位 ショクイ		学位				氏名 シメイ		職位 ショクイ		学位

		吉村　弥須子 ヨシムラ ワタル スジ		教授・学科長 キョウジュ ガッカ チョウ		博士（看護学）				岩佐　由美		講師		修士（史学）

		伊津美　孝子 イヅミ タカコ		教授・副学科長 キョウジュ		博士（工学）				川添　英利子		講師		修士（看護学）

		藤本　陽子 フジモト ヨウコ		教授・副学科長 キョウジュ		学士(社会福祉学)				小西　由起子		講師		修士（看護学）

		安部　辰夫 アベ タツオ		教授 キョウジュ		博士（医学）				小林　妙子		講師		修士（心身健康科学）

		木田　岩男 キダ イワオ		教授 キョウジュ		博士（医学）				澤田　悦子 サワダ エツコ		講師		学士（学術）

		久木元　由紀子 クキ モト ユキコ		教授 キョウジュ		修士(看護学)				髙木　みどり タカギ		講師		修士（健康科学）

		齋藤　雅子		教授 キョウジュ		修士（臨床教育学）				徳島　佐由美 トクシマ サ ユ ビ		講師		修士（看護学）

		白井　文恵		教授 キョウジュ		博士（医学）				野田部　恵 ノ タベ メグミ		講師		修士（看護学）

		南部　登志江 ナンブ ノボル シ エ		教授 キョウジュ		博士（教育学）				安井　渚 ヤスイ ナギサ		講師		修士（看護学）

		福島　信也		教授 キョウジュ		工学士				矢野　貴恵		講師		修士（教育学）

		松田　智子		教授 キョウジュ		修士（教育学）				越智　奈穂美 オチ ナ ホ ミ		助教 ジョ キョウ		修士（看護学）

		村上　生美 ムラカミ ナマ ビ		教授 キョウジュ		博士（工学）				樋口　優子 ヒグチ ユウコ		助教 ジョ キョウ		修士（看護学）

		森　美侑紀 モリ ミユキ		教授 キョウジュ		博士（医学）				宮本　佳子 ミヤモト ヨシコ		助教 ジョ キョウ		修士（臨床教育学）

		大熊　淳子		准教授 ジュンキョウジュ		修士（学術）				矢野　秀蔵 ヤノ ヒデゾウ		助教 ジョ キョウ		修士（看護学）

		住田　陽子 スミダ ヨウコ		准教授 ジュンキョウジュ		修士(看護学)				松村　比呂子 マツムラ ヒ ロ コ		助手 ジョシュ		専門士（医療専門課程）

		関口　敏彰 セキグチ トシアキ		准教授 ジュンキョウジュ		社会健康医学修士（専門職）

		外村　昌子 ソトムラ マサコ		准教授 ジュンキョウジュ		修士（看護学）

		蓮池　光人 ハスイケ ヒカリ ヒト		准教授 ジュンキョウジュ		博士（看護学）

		升田　寿賀子 マスダ スガコ		准教授 ジュンキョウジュ		修士（学術）

		森本　喜代美		准教授 ジュンキョウジュ		博士（看護学）

		氏名 シメイ		職位 ショクイ		学位				氏名 シメイ		職位 ショクイ		学位

		三木屋　良輔		教授・学科長 キョウジュ ガッカ チョウ		修士（医科学）				小林　貴代		教授・学科長 キョウジュ ガッカ チョウ		－

		中根　征也 ナカネ セイヤ		教授・副学科長 キョウジュ フク ガッカ チョウ		修士（学術）				松下　太		教授・副学科長 キョウジュ フク ガッカ チョウ		博士（医学）

		青木　元邦		教授 キョウジュ		博士（医学）				伊藤　直子 イトウ ナオコ		教授 キョウジュ		修士（リハビリテーション科学）

		河村　廣幸		教授 キョウジュ		－				橋本　弘子		教授 キョウジュ		博士（保健学）

		北村　清一郎 キタムラ セイイチロウ		教授 キョウジュ		歯学博士				由利　禄巳 ゆり		教授		博士（保健学）

		堀　竜次 ホリ タツ ツギ		教授 キョウジュ		博士（医学）				小川　泰弘		講師 コウシ		博士（保健学）

		松尾　安希子 マツオ		教授 キョウジュ		博士（医学）				中西　一 ハジメ		講師 コウシ		修士（保健学）

		森谷　正之		教授 キョウジュ		博士（歯学）				中村　めぐみ ナカムラ		講師 コウシ		修士（人間健康科学）

		木内　隆裕 キウチ タカヒロ		准教授 ジュン キョウジュ		修士（人間健康科学）				東　泰弘		講師 コウシ		博士（保健学）

		工藤　慎太郎 クドウ シンタロウ		准教授 ジュン キョウジュ		博士（医療科学）				金森　幸 カナモリ ユキ		助教		専門士（医療専門課程）

		澤田　優子 サワダ ユウコ		准教授 ジュン キョウジュ		博士（医学）

		前田　薫		准教授 ジュン キョウジュ		博士（医学）

		角田　晃啓 カクタ アキラ ケイ		講師 コウシ		修士（健康科学）

		仲本　正美 ナカモト マサ		講師 コウシ		博士（医学）

		杉本　圭 スギモト ケイ		助教 ジョ キョウ		修士（学術）

		林　真太郎 ハヤシ シンタロウ		助教		修士（保健医療学） シュウシ ホケン イリョウ ガク

		松尾　浩希 マツオ ヒロ		助教		修士（教育学）

		檜垣　奨 ヒガキ ツトム		助手 ジョシュ		学士（理学療法学）

		平川　正彦 ヒラカワ マサヒコ		助手		学士（理学療法学）

		氏名 シメイ		職位 ショクイ		学位				氏名 シメイ		職位 ショクイ		学位

		脇　英彦 ヒデヒコ		教授・学科長 キョウジュ ガッカ チョウ		博士（保健学）				片山　俊郎 カタヤマ トシロウ		教授・学科長 ガッカ チョウ		博士（工学）

		森　誠司 セイジ		教授・副学科長 キョウジュ フク ガッカ チョウ		博士（保健学）				五十嵐　淳介 イガラシ ジュン スケ		教授		博士（医学）

		川畑　浩久		教授 キョウジュ		博士（医学）				稲田　慎 イナダ シン		教授		博士（工学）

		小林　吉晴		教授 キョウジュ		医学博士				中沢　一雄 ナカザワ カズオ		教授		博士（工学）

		小宮山　恭弘 ヤスヒロ		教授 キョウジュ		博士（生活科学）				加納　寛也 カノウ ヒロシ ヤ		准教授・副学科長 フク ガッカ チョウ		博士（医学）

		竹岡　啓子		教授 キョウジュ		博士（保健学）				辻　義弘 ツジ ヨシヒロ		准教授 ジュンキョウジュ		博士（応用情報科学）

		田路　英作		教授		－				西垣　孝行 ニシガキ タカユキ		准教授 ジュンキョウジュ		博士（応用情報科学）

		前川　佳敬 マエカワ		教授 キョウジュ		博士（医学）				原　良昭 ハラ ヨシアキ		准教授 ジュンキョウジュ		博士（工学）

		由谷　親夫 ユ タニ チカオ		教授 キョウジュ		医学博士				布江田　友理 ヌノ エ タ トモ リ		准教授 ジュンキョウジュ		博士（工学）

		小林　彩香		講師 コウシ		修士（保健学）				藤江　建朗 フジエ ケン ロウ		准教授 ジュンキョウジュ		修士（応用情報科学）

		藤原　牧子		講師 コウシ		修士（医科学）				大久保　さやか		講師		修士（応用情報科学）

		佐伯　康匠		助教 ジョ キョウ		修士（保健学）				信太　宗也		助教		博士（工学）

		関根　将 セキネ ショウ		助教 ジョ キョウ		修士（人間健康科学）

		氏名 シメイ		職位 ショクイ		学位				氏名 シメイ		職位 ショクイ		学位

		小縣　裕二 ショウ アガタ ユウジ		教授・学科長 キョウジュ ガッカ チョウ		博士（保健学）				鍋田　智之 ナベタ トモユキ		教授・学科長 キョウジュ ガッカ チョウ		修士（保健医療学）

		山口　功		教授・副学科長 フク ガッカ チョウ		博士（保健学）				中原　英博		教授・副学科長 キョウジュ フク ガッカ チョウ		博士（医学）

		大西　英雄		教授 キョウジュ		博士（医学）				阿部　秀高 アベ ヒデタカ		教授		修士（学校教育学）

		奥村　雅彦		教授 キョウジュ		博士（医療技術学）				井手口　範男 イデグチ ノリオ		教授		修士（人間科学）

		船橋　正夫		教授 キョウジュ		学士（保健衛生学）				老田　準司 オイタ ジュンジ		教授		教育学士

		三木　宏文 ミキ ヒロフミ		教授 キョウジュ		博士（医学）				尾﨑　朋文 サキ		教授		学士(法学)

		今井　信也		准教授		博士（医学）				中田　敬吾		教授		医学博士

		垣本　晃宏		講師		博士（医学）				仲西　宏元 ナカニシ ヒロモト		教授		博士（医学）

		武本　渚		助教		修士（保健学）				藤重　仁子		教授 キョウジュ		博士（言語文化学）

		山畑　飛鳥		助教		修士（保健学）				安田　実		教授		修士（大学アドミニストレーション）

										山下　仁		教授		博士（保健学）

										松熊　秀明		准教授・副学科長 ジュン キョウジュ フク ガッカ チョウ		博士（鍼灸学）

										熊野　弘子		准教授		博士（文化交渉学）

										増山　祥子		准教授 ジュン キョウジュ		修士（心身健康科学）

										佐野　加奈絵 サノ カ ナ エ		講師		博士（スポーツ科学）

										髙﨑　雷太 タカサキ ライタ		講師 コウシ		修士（保健医療学）

										高橋　秀郎 タカハシ ヒデ ロウ		講師 コウシ		修士（学術）

										辻　涼太 ツジ リョウタ		講師 コウシ		修士（保健医療学）

										辻丸　泰永		講師 コウシ		学士（法学）

										長尾　晋宏 ナガオ シン ヒロシ		講師		修士（文学）

										伊奈　新太郎 イ ナ シンタロウ		助教		修士（体育学）

										仲村　正子 ナカムラ マサコ		助教		修士（鍼灸学）

										信江　彩加 ノブエ アヤカ		助教 ジョ キョウ		修士（スポーツ科学）

										堀川　奈央 ホリカワ ナ オウ		助教 ジョ キョウ		修士（保健医療学）

										橋垣　志帆		助手		修士（保健医療学）



		氏名 シメイ		職位 ショクイ		学位				氏名 シメイ		職位 ショクイ		学位

		山下　仁		教授
保健医療学研究科長
保健医療学専攻長 キョウジュ ホケン イリョウ ガク ケンキュウ カチョウ		博士（保健学）				中西　伸子 ナカニシ ノブコ		教授・専攻科長 センコウ カチョウ		博士（看護学）

										塚田　桃代 ツカダ モモヨ		講師 コウシ		修士（看護学）

										西川　美樹 ニシカワ ミキ		講師		修士（看護学）

		青木　元邦 アオキ モトクニ		医療科学専攻長 イリョウ カガク センコウ チョウ		博士（医学）				三宅　知里		助教		修士（看護学）

		吉村　弥須子 ヨシムラ ワタル スジ		看護学専攻長 カンゴガク センコウ チョウ		博士（看護学）

		上田　喜敏		教授		博士（工学）

		上田　真喜子 ウエダ マキコ		教授		医学博士

		荻原　俊男		教授		医学博士				氏名 シメイ		職位 ショクイ		学位

		金尾　顕郎		教授		博士（医学）				横山　浩之		准教授 ジュン キョウジュ		学士(鍼灸学)

		久保　忠彦 クボ タダヒコ		教授		博士（医学）				大川　祐世 オオカワ ユウ セ		助教		修士（保健医療学）

		長野　仁 ナガノ ヒトシ		教授		修士（鍼灸学）

		吉岡　敏治		教授		医学博士





20200901 (2)

		氏名 シメイ				学位

		山下　仁		保健医療学研究科長・保健医療学研究科　保健医療学専攻長 ホケン イリョウ ガク ケンキュウ カチョウ		博士（保健学）

		青木　元邦 アオキ モトクニ		保健医療学研究科　医療科学専攻長 ホケン イリョウ ガク ケンキュウ カ イリョウ カガク センコウ チョウ		博士（医学）

		吉村　弥須子 ヨシムラ ワタル スジ		保健医療学研究科　看護学専攻長 ホケンイリョウガクケンキュウカ カンゴガク センコウ チョウ		博士（看護学）

		上田　喜敏		（修士課程）教授		博士（工学）

		上田　真喜子 ウエダ マキコ		（修士課程）教授		医学博士

		荻原　俊男		（修士課程）教授		医学博士

		金尾　顕郎		（修士課程）教授		博士（医学）

		久保　忠彦 クボ タダヒコ		（修士課程）教授		博士（医学）

		長野　仁 ナガノ ヒトシ		（修士課程）教授		修士（鍼灸学）

		吉岡　敏治		（修士課程）教授		医学博士





































































20200901

		20200901大学教職員名簿 ダイガク キョウ ショクイン メイボ

		№		職員番号 ショクイン バンゴウ		氏名 シメイ		ふりがな				2019年度情報公表データ ネン ド ジョウホウ コウヒョウ

		兼 ケン		00378		山下　仁		やました　ひとし		保健医療学研究科長 ホケン イリョウ ガク ケンキュウ カチョウ		博士（保健学）

		兼 ケン		00354		青木　元邦 アオキ モトクニ		あおき　もとくに		保健医療学研究科　医療科学専攻長 ホケン イリョウ ガク ケンキュウ カ イリョウ カガク センコウ チョウ		博士（医学）

		兼 ケン		00378		山下　仁		やました　ひとし		保健医療学研究科　保健医療学専攻長 ホケン イリョウ ガク ケンキュウ カ ホケン イリョウ ガク センコウ チョウ		博士（保健学）

		兼 ケン		00594		吉村　弥須子 ヨシムラ ワタル スジ		よしむら　やすこ		保健医療学研究科　看護学専攻長 ホケンイリョウガクケンキュウカ カンゴガク センコウ チョウ		博士（看護学）

		1		00348		上田　喜敏		うえだ　ひさとし		保健医療学専攻（修士課程）教授		博士（工学）

		2		00899		上田　真喜子 ウエダ マキコ		うえだ　まきこ		保健医療学専攻（修士課程）教授		医学博士

		3		00584		荻原　俊男		おぎはら　としお		保健医療学専攻（修士課程）教授		医学博士

		4		00377		金尾　顕郎		かなお　けんろう		保健医療学専攻（修士課程）教授		博士（医学）

		兼 ケン		01332		久保　忠彦 クボ タダヒコ		くぼ　ただひこ		保健医療学専攻（修士課程）教授		博士（医学）

		5		00125		長野　仁 ナガノ ヒトシ		ながの　ひとし		保健医療学専攻（修士課程）教授		修士（鍼灸学）

		6		00912		吉岡　敏治		よしおか　としはる		保健医療学専攻（修士課程）教授		医学博士

		№		職員番号 ショクイン バンゴウ		氏名 シメイ		ふりがな				学位

		1		00573		鍋田　智之 ナベタ トモユキ		なべた　ともゆき		鍼灸学科教授・学科長 シンキュウ ガッカ キョウジュ ガッカ チョウ		修士（保健医療学）

		2		00386		中原　英博		なかはら　ひでひろ		鍼灸学科教授・副学科長 シンキュウ ガッカ キョウジュ フク ガッカ チョウ		博士（医学）

		3		01122		阿部　秀高 アベ ヒデタカ		あべ　ひでたか		鍼灸学科教授 シンキュウ		修士（学校教育学）

		4		00896		井手口　範男 イデグチ ノリオ		いでぐち　のりお		鍼灸学科教授 シンキュウ ガッカ		修士（人間科学）

		5		00696		老田　準司 オイタ ジュンジ		おいた　じゅんじ		鍼灸学科教授 シンキュウ ガッカ		教育学士

		6		00018		尾﨑　朋文 サキ		おざき　ともふみ		鍼灸学科教授 シンキュウ ガッカ		学士(法学)

		7		00103		中田　敬吾		なかた　けいご		鍼灸学科教授 シンキュウ ガッカ		医学博士

		8		00362		仲西　宏元 ナカニシ ヒロモト		なかにし　ひろもと		鍼灸学科教授 シンキュウ ガッカ		博士（医学）

		9		00138		藤重　仁子		ふじしげ　ひとこ		鍼灸学科教授 シンキュウ ガッカ キョウジュ		博士（言語文化学）

		10		00035		安田　実		やすだ　みのる		鍼灸学科教授 シンキュウ ガッカ		修士（大学アドミニストレーション）

		11		00378		山下　仁		やました　ひとし		鍼灸学科教授 シンキュウ ガッカ		博士（保健学）

		12		00259		松熊　秀明		まつくま　ひであき		鍼灸学科准教授・副学科長 シンキュウ ガッカ ジュン キョウジュ フク ガッカ チョウ		博士（鍼灸学）

		13		01293		熊野　弘子		くまの ひろこ		鍼灸学科准教授		博士（文化交渉学）

		14		00352		増山　祥子		ますやま　しょうこ		鍼灸学科准教授 シンキュウ ガッカ ジュン キョウジュ		修士（心身健康科学）

		15		01137		佐野　加奈絵 サノ カ ナ エ		さの　かなえ		鍼灸学科講師		博士（スポーツ科学）

		16		00641		髙﨑　雷太 タカサキ ライタ		たかさき　らいた		鍼灸学科講師 シンキュウ ガッカ コウシ		修士（保健医療学）

		17		00233		高橋　秀郎 タカハシ ヒデ ロウ		たかはし　ひでろう		鍼灸学科講師 シンキュウ ガッカ コウシ		修士（学術）

		18		00435		辻　涼太 ツジ リョウタ		つじ　りょうた		鍼灸学科講師 シンキュウ ガッカ コウシ		修士（保健医療学）

		19		00316		辻丸　泰永		つじまる　やすのり		鍼灸学科講師 シンキュウ ガッカ コウシ		学士（法学）

		20		01049		長尾　晋宏 ナガオ シン ヒロシ		ながお　くにひろ		鍼灸学科講師 シンキュウ ガッカ		修士（文学）

		21		01138		伊奈　新太郎 イ ナ シンタロウ		いな　しんたろう		鍼灸学科助教		修士（体育学）

		22		01119		仲村　正子 ナカムラ マサコ		なかむら　まさこ		鍼灸学科助教		修士（鍼灸学）

		23		01208		信江　彩加 ノブエ アヤカ		のぶえ　あやか		鍼灸学科助教 シンキュウ ガッカ ジョ キョウ		修士（スポーツ科学）

		24		00855		堀川　奈央 ホリカワ ナ オウ		ほりかわ　なお		鍼灸学科助教 シンキュウ ガッカ ジョ キョウ		修士（保健医療学）

		25		01167		橋垣　志帆		はしがき　しほ		鍼灸学科助手		修士（保健医療学）

		№		職員番号 ショクイン バンゴウ		氏名 シメイ		ふりがな				学位

		1		00133		横山　浩之		よこやま　ひろゆき		鍼灸情報ｾﾝﾀｰ准教授 シンキュウ ジョウホウ ジュン キョウジュ		学士(鍼灸学)

		2		00718		大川　祐世 オオカワ ユウ セ		おおかわ　ゆうせ		鍼灸情報ｾﾝﾀｰ助教		修士（保健医療学）

		№		職員番号 ショクイン バンゴウ		氏名 シメイ		ふりがな				学位

		1		00347		三木屋　良輔		みきや　りょうすけ		理学療法学科教授・学科長 リガク リョウホウ ガッカ キョウジュ ガッカ チョウ		修士（医科学）

		2		00858		中根　征也 ナカネ セイヤ		なかね　せいや		理学療法学科教授・副学科長 リガク リョウホウ ガッカ キョウジュ フク ガッカ チョウ		修士（学術）

		3		00354		青木　元邦		あおき　もとくに		理学療法学科教授 リガク リョウホウ ガッカ キョウジュ		博士（医学）

		4		00388		河村　廣幸		かわむら　ひろゆき		理学療法学科教授 リガク リョウホウ ガッカ キョウジュ		－

		5		00395		北村　清一郎 キタムラ セイイチロウ		きたむら　せいいちろう		理学療法学科教授 リガク リョウホウ ガッカ キョウジュ		歯学博士

		6		00974		堀　竜次 ホリ タツ ツギ		ほり　りゅうじ		理学療法学科教授 リガク リョウホウ ガッカ キョウジュ		博士（医学）

		7		01005		松尾　安希子 マツオ		まつお　あきこ		理学療法学科教授 リガク リョウホウ ガッカ キョウジュ		博士（医学）

		8		00160		森谷　正之		もりたに　まさゆき		理学療法学科教授 リガク リョウホウ ガッカ キョウジュ		博士（歯学）

		9		00754		木内　隆裕 キウチ タカヒロ		きない　たかひろ		理学療法学科准教授 リガク リョウホウ ガッカ ジュン キョウジュ		修士（人間健康科学）

		10		00829		工藤　慎太郎 クドウ シンタロウ		くどう　しんたろう		理学療法学科准教授 リガク リョウホウ ガッカ ジュン キョウジュ		博士（医療科学）

		11		00655		澤田　優子 サワダ ユウコ		さわだ　ゆうこ		理学療法学科准教授 リガク リョウホウ ガッカ ジュン キョウジュ		博士（医学）

		12		00355		前田　薫		まえだ　かおる		理学療法学科准教授 リガク リョウホウ ガッカ ジュン キョウジュ		博士（医学）

		13		00427		角田　晃啓 カクタ アキラ ケイ		かくだ　あきひろ		理学療法学科講師 リガク リョウホウ ガッカ コウシ		修士（健康科学）

		14		00699		仲本　正美 ナカモト マサ		なかもと　まさみ		理学療法学科講師 リガク リョウホウ ガッカ コウシ		博士（医学）

		15		01050		杉本　圭 スギモト ケイ		すぎもと　けい		理学療法学科助教 リガク リョウホウ ガッカ ジョ キョウ		修士（学術）

		16		01209		林　真太郎 ハヤシ シンタロウ		はやし　しんたろう		理学療法学科助教		修士（保健医療学） シュウシ ホケン イリョウ ガク

		17		01120		松尾　浩希 マツオ ヒロ		まつお　ひろき		理学療法学科助教		修士（教育学）

		18		01210		檜垣　奨 ヒガキ ツトム		ひがき　つとむ		理学療法学科助手 ジョシュ		学士（理学療法学）

		19		01139		平川　正彦 ヒラカワ マサヒコ		ひらかわ　まさひこ		理学療法学科助手		学士（理学療法学）

		№		職員番号 ショクイン バンゴウ		氏名 シメイ		ふりがな				学位

		1		00594		吉村　弥須子 ヨシムラ ワタル スジ		よしむら　やすこ		看護学科教授・学科長 カンゴ ガッカ キョウジュ ガッカ チョウ		博士（看護学）

		2		00587		伊津美　孝子 イヅミ タカコ		いづみ　たかこ		看護学科教授・副学科長 カンゴ ガッカ キョウジュ		博士（工学）

		3		00603		藤本　陽子 フジモト ヨウコ		ふじもと　ようこ		看護学科教授・副学科長 カンゴ ガッカ キョウジュ		学士(社会福祉学)

		4		00393		安部　辰夫 アベ タツオ		あべ　たつお		看護学科教授 カンゴ ガッカ キョウジュ		博士（医学）

		5		00438		木田　岩男 キダ イワオ		きだ　いわお		看護学科教授 カンゴ ガッカ キョウジュ		博士（医学）

		6		00892		久木元　由紀子 クキ モト ユキコ		くきもと　ゆきこ		看護学科教授 カンゴ ガッカ キョウジュ		修士(看護学)

		7		01297		齋藤　雅子		さいとう まさこ		看護学科教授 カンゴ ガッカ キョウジュ		修士（臨床教育学）

		8		01302		白井　文恵		しらい ふみえ		看護学科教授 カンゴ ガッカ キョウジュ		博士（医学）

		9		01211		南部　登志江 ナンブ ノボル シ エ		なんぶ　としえ		看護学科教授 カンゴ ガッカ キョウジュ		博士（教育学）

		10		00987		福島　信也		ふくしま　のぶや		看護学科教授 カンゴ ガッカ キョウジュ		工学士

		11		01109		松田　智子		まつだ　ともこ		看護学科教授 カンゴ ガッカ キョウジュ		修士（教育学）

		12		00502		村上　生美 ムラカミ ナマ ビ		むらかみ　いくみ		看護学科教授 カンゴ ガッカ キョウジュ		博士（工学）

		13		00217		森　美侑紀 モリ ミユキ		もり　みゆき		看護学科教授 カンゴ ガッカ キョウジュ		博士（医学）

		14		01296		大熊　淳子		おおくま　あつこ		看護学科准教授 カンゴ ガッカ ジュンキョウジュ		修士（学術）

		15		00595		住田　陽子 スミダ ヨウコ		すみだ　ようこ		看護学科准教授 カンゴ ガッカ ジュンキョウジュ		修士(看護学)

		16		00831		関口　敏彰 セキグチ トシアキ		せきぐち　としあき		看護学科准教授 カンゴ ガッカ ジュンキョウジュ		社会健康医学修士（専門職）

		17		00749		外村　昌子 ソトムラ マサコ		そとむら　まさこ		看護学科准教授 カンゴ ガッカ ジュンキョウジュ		修士（看護学）

		18		00895		蓮池　光人 ハスイケ ヒカリ ヒト		はすいけ　みつと		看護学科准教授 カンゴ ガッカ ジュンキョウジュ		博士（看護学）

		19		00891		升田　寿賀子 マスダ スガコ		ますだ　すがこ		看護学科准教授 カンゴ ガッカ ジュンキョウジュ		修士（学術）

		20		01304		森本　喜代美		もりもと　きよみ		看護学科准教授 カンゴ ガッカ ジュンキョウジュ		博士（看護学）

		21		01306		岩佐　由美		いわさ　ゆみ		看護学科講師		修士（史学）

		22		01298		川添　英利子		かわぞえ　えりこ		看護学科講師		修士（看護学）

		23		01294		小西　由起子		こにし　ゆきこ		看護学科講師		修士（看護学）

		24		01305		小林　妙子		こばやし　たえこ		看護学科講師		修士（心身健康科学）

		25		01142		澤田　悦子 サワダ エツコ		さわだ　えつこ		看護学科講師		学士（学術）

		26		01212		髙木　みどり タカギ		たかぎ　みどり		看護学科講師		修士（健康科学）

		27		00967		徳島　佐由美 トクシマ サ ユ ビ		とくしま　さゆみ		看護学科講師		修士（看護学）

		28		01271		野田部　恵 ノ タベ メグミ		のたべ　めぐみ		看護学科講師		修士（看護学）

		29		01124		安井　渚 ヤスイ ナギサ		やすい　なぎさ		看護学科講師		修士（看護学）

		30		01323		矢野　貴恵		やの　たかみ		看護学科講師		修士（教育学）

		31		01143		越智　奈穂美 オチ ナ ホ ミ		おち　なおみ		看護学科助教 カンゴ ガッカ ジョ キョウ		修士（看護学）

		32		01214		樋口　優子 ヒグチ ユウコ		ひぐち　ゆうこ		看護学科助教 カンゴ ガッカ ジョ キョウ		修士（看護学）

		33		01215		宮本　佳子 ミヤモト ヨシコ		みやもと　よしこ		看護学科助教 カンゴ ガッカ ジョ キョウ		修士（臨床教育学）

		34		01216		矢野　秀蔵 ヤノ ヒデゾウ		やの　しゅうぞう		看護学科助教 カンゴ ガッカ ジョ キョウ		修士（看護学）

		35		01230		松村　比呂子 マツムラ ヒ ロ コ		まつむら　ひろこ		看護学科助手 カンゴ ガッカ ジョシュ		専門士（医療専門課程）

		№		職員番号 ショクイン バンゴウ		氏名 シメイ		ふりがな				学位

		1		01125		中西　伸子 ナカニシ ノブコ		なかにし　のぶこ		助産学専攻科教授・専攻科長 センコウ カチョウ		博士（看護学）

		2		01217		塚田　桃代 ツカダ モモヨ		つかだ　ももよ		助産学専攻科講師 コウシ		修士（看護学）

		3		01147		西川　美樹 ニシカワ ミキ		にしかわ　みき		助産学専攻科講師		修士（看護学）

		4		01301		三宅　知里		みやけ　ちさと		助産学専攻科助教		修士（看護学）

		№		職員番号 ショクイン バンゴウ		氏名 シメイ		ふりがな				学位

		1		00416		小林　貴代		こばやし　きよ		作業療法学科教授・学科長 サギョウ リョウホウ ガッカ キョウジュ ガッカ チョウ		－

		2		00971		松下　太		まつした　ふとし		作業療法学科教授・副学科長 サギョウ リョウホウ ガッカ キョウジュ フク ガッカ チョウ		博士（医学）

		3		00940		伊藤　直子 イトウ ナオコ		いとう　なおこ		作業療法学科教授 サギョウ リョウホウ ガッカ キョウジュ		修士（リハビリテーション科学）

		4		00910		橋本　弘子		はしもと　ひろこ		作業療法学科教授 サギョウ リョウホウ ガッカ キョウジュ		博士（保健学）

		5		01300		由利　禄巳 ゆり		ゆり　よしみ		作業療法学科教授		博士（保健学）

		6		01256		小川　泰弘		おがわ　やすひろ		作業療法学科講師 コウシ		博士（保健学）

		7		00973		中西　一 ハジメ		なかにし　はじめ		作業療法学科講師 サギョウ リョウホウ ガッカ コウシ		修士（保健学）

		8		00941		中村　めぐみ ナカムラ		なかむら　めぐみ		作業療法学科講師 サギョウ リョウホウ ガッカ コウシ		修士（人間健康科学）

		9		01254		東　泰弘		ひがし　やすひろ		作業療法学科講師 コウシ		博士（保健学）

		10		01121		金森　幸 カナモリ ユキ		かなもり　みゆき		作業療法学科助教		専門士（医療専門課程）

		№		職員番号 ショクイン バンゴウ		氏名 シメイ		ふりがな				学位

		1		00977		脇　英彦 ヒデヒコ		わき　ひでひこ		臨床検査学科教授・学科長 リンショウ ケンサ ガッカ キョウジュ ガッカ チョウ		博士（保健学）

		2		00976		森　誠司 セイジ		もり　せいじ		臨床検査学科教授・副学科長 リンショウ ケンサ ガッカ キョウジュ フク ガッカ チョウ		博士（保健学）

		退職 タイショク		01200		河口　直正 カワグチ ナオマサ		かわぐち　なおまさ		-		博士（医学）

		3		00106		川畑　浩久		かわはた　ひろひさ		臨床検査学科教授 リンショウ ケンサ ガッカ キョウジュ		博士（医学）

		4		00980		小林　吉晴		こばやし　よしはる		臨床検査学科教授 リンショウ ケンサ ガッカ キョウジュ		医学博士

		5		00979		小宮山　恭弘 ヤスヒロ		こみやま　やすひろ		臨床検査学科教授 リンショウ ケンサ ガッカ キョウジュ		博士（生活科学）

		6		00978		竹岡　啓子		たけおか　けいこ		臨床検査学科教授 リンショウ ケンサ ガッカ キョウジュ		博士（保健学）

		7		01295		田路　英作		とうじ　えいさく		臨床検査学科教授		－

		8		00984		前川　佳敬 マエカワ		まえかわ　よしひろ		臨床検査学科教授 リンショウ ケンサ ガッカ キョウジュ		博士（医学）

		9		01219		由谷　親夫 ユ タニ チカオ		ゆたに　ちかお		臨床検査学科教授 リンショウ ケンサ ガッカ キョウジュ		医学博士

		10		00983		小林　彩香		こばやし　あやか		臨床検査学科講師 リンショウ ケンサ ガッカ コウシ		修士（保健学）

		11		00981		藤原　牧子		ふじわら　まきこ		臨床検査学科講師 リンショウ ケンサ ガッカ コウシ		修士（医科学）

		12		00982		佐伯　康匠		さえき　こうぞう		臨床検査学科助教 リンショウ ケンサ ガッカ ジョ キョウ		修士（保健学）

		13		01207		関根　将 セキネ ショウ		せきね　しょう		臨床検査学科助教 リンショウ ケンサ ガッカ ジョ キョウ		修士（人間健康科学）

		№		職員番号 ショクイン バンゴウ		氏名 シメイ		ふりがな				学位

		1		01001		片山　俊郎 カタヤマ トシロウ		かたやま　としろう		臨床工学科教授・学科長 ガッカ チョウ		博士（工学）

		2		01048		五十嵐　淳介 イガラシ ジュン スケ		いがらし　じゅんすけ		臨床工学科教授		博士（医学）

		3		01126		稲田　慎 イナダ シン		いなだ　しん		臨床工学科教授		博士（工学）

		4		01127		中沢　一雄 ナカザワ カズオ		なかざわ　かずお		臨床工学科教授		博士（工学）

		5		01128		加納　寛也 カノウ ヒロシ ヤ		かのう　ひろや		臨床工学科准教授・副学科長 フク ガッカ チョウ		博士（医学）

		6		01130		辻　義弘 ツジ ヨシヒロ		つじ　よしひろ		臨床工学科准教授 ジュンキョウジュ		博士（応用情報科学）

		7		01136		西垣　孝行 ニシガキ タカユキ		にしがき　たかゆき		臨床工学科准教授 ジュンキョウジュ		博士（応用情報科学）

		8		01129		原　良昭 ハラ ヨシアキ		はら　よしあき		臨床工学科准教授 ジュンキョウジュ		博士（工学）

		9		01113		布江田　友理 ヌノ エ タ トモ リ		ふえだ　ゆり		臨床工学科准教授 ジュンキョウジュ		博士（工学）

		10		01131		藤江　建朗 フジエ ケン ロウ		ふじえ　たつろう		臨床工学科准教授 ジュンキョウジュ		修士（応用情報科学）

		11		01299		大久保　さやか		おおくぼ　さやか		臨床工学科講師		修士（応用情報科学）

		12		01303		信太　宗也		しだ　しゅうや		臨床工学科助教		博士（工学）

		№		職員番号 ショクイン バンゴウ		氏名 シメイ		ふりがな				学位

		1		01218		小縣　裕二 ショウ アガタ ユウジ		おがた　ゆうじ		診療放射線学科教授・学科長 シンリョウホウシャセンガッカ キョウジュ ガッカ チョウ		博士（保健学）

		2		01290		山口　功		やまぐち　いさお		診療放射線学科教授・副学科長 フク ガッカ チョウ		博士（保健学）

		3		01289		大西　英雄		おおにし　ひでお		診療放射線学科教授 シンリョウホウシャセンガッカ キョウジュ		博士（医学）

		4		01292		奥村　雅彦		おくむら　まさひこ		診療放射線学科教授 シンリョウホウシャセンガッカ キョウジュ		博士（医療技術学）

		5		01288		船橋　正夫		ふなはし　まさお		診療放射線学科教授 シンリョウホウシャセンガッカ キョウジュ		学士（保健衛生学）

		6		01118		三木　宏文 ミキ ヒロフミ		みき　ひろふみ		診療放射線学科教授 シンリョウホウシャセンガッカ キョウジュ		博士（医学）

		7		01285		今井　信也		いまい　しんや		診療放射線学科准教授		博士（医学）

		8		01287		垣本　晃宏		かきもと　あきひろ		診療放射線学科講師		博士（医学）

		9		01286		武本　渚		たけもと　なぎさ		診療放射線学科助教		修士（保健学）

		10		01291		山畑　飛鳥		やまはた　あすか		診療放射線学科助教		修士（保健学）
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