
教員が有する学位及び業績
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 教職員紹介ページ （担当科目、専門分野、研究テーマ、業績、著書等）



教員が有する学位一覧 （2019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） 髙木 みどり 講師 修士（健康科学）

大巻 悦子 教授・副学科長 修士（学校教育学） 徳島 佐由美 講師 修士（看護学）

藤本 陽子 教授・副学科長 学士(社会福祉学) 冨田 久子 講師 修士(臨床教育学)

安部 辰夫 教授 博士（医学） 蓮池 光人 講師 博士（看護学）

阿部 秀高 教授 修士（学校教育学） 原 邦子 講師 修士（看護学）

伊津美 孝子 教授 博士（工学） 安井 渚 講師 修士（看護学）

木田 岩男 教授 博士（医学） 越智 奈穂美 助教 修士（看護学）

久木元 由紀子 教授 修士(看護学) 津崎 勝代 助教 修士（保健医療学）

清水 容子 教授 修士（学術） 樋口 優子 助教 修士（看護学）

南部 登志江 教授 博士（教育学） 宮本 佳子 助教 －

橋本 富子 教授 修士（臨床教育学） 矢野 秀蔵 助教 修士（看護学）

福島 信也 教授 工学士 松村 比呂子 助手 専門士（医療専門課程）

村上 生美 教授 博士（工学）

森 美侑紀 教授 博士（医学）

住田 陽子 准教授 修士(看護学)

外村 昌子 准教授 修士（看護学）

升田 寿賀子 准教授 修士（学術）

家曽 美里 講師 社会健康医学修士（専門職）

黒岩 志紀 講師 修士（学校教育学）

澤田 悦子 講師 学士（学術）

関口 敏彰 講師 社会健康医学修士（専門職）



教員が有する学位一覧 （2019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

三木屋 良輔 教授・学科長 修士（医科学）

青木 元邦 教授 博士（医学）

金尾 顕郎 教授 博士（医学）

河村 廣幸 教授 －

北村 清一郎 教授 歯学博士

堀 竜次 教授 博士（医学）

松尾 安希子 教授 博士（医学）

森谷 正之 教授 博士（歯学）

中根 征也 准教授・副学科長 修士（学術）

木内 隆裕 准教授 修士（人間健康科学）

工藤 慎太郎 准教授 博士（医療科学）

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（保険医療学）

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）

氏名 職位 学位

小林 貴代 教授・学科長 －

横井 賀津志 教授・副学科長 博士（医学）

伊藤 直子 教授 修士（リハビリテーション科学）

橋本 弘子 教授 博士（保健学）

松下 太 教授 博士（医学）

中村 めぐみ 講師 修士（人間健康科学）

中西 一 講師 修士（保健学）

金森 幸 助教 専門士（医療専門課程）



教員が有する学位一覧 （2019年9月1日現在）

 臨床検査学科

氏名 職位 学位

脇 英彦 教授・学科長 博士（保健学）

森 誠司 教授・副学科長 博士（保健学）

前川 佳敬 教授 博士（医学）

上田 真喜子 教授 医学博士

川畑 浩久 教授 博士（医学）

小林 吉晴 教授 医学博士

小宮山 恭弘 教授 博士（生活科学）

竹岡 啓子 教授 博士（保健学）

藤原 牧子 講師 修士（医科学）

小林 彩香 助教 修士（保健学）

佐伯 康匠 助教 修士（保健学）

関根 将 助教 修士（人間健康科学）

 臨床工学科

氏名 職位 学位

片山 俊郎 教授・学科長 博士（工学）

五十嵐 淳介 教授 博士（医学）

稲田 慎 教授 博士（工学）

中沢 一雄 教授 博士（工学）

加納 寛也 准教授・副学科長 博士（医学）

西垣 孝行 准教授 博士（応用情報科学）

原 良昭 准教授 博士（工学）

布江田 友理 准教授 博士（工学）

辻 義弘 講師 博士（応用情報科学）

藤江 建朗 講師 修士（応用情報科学）



教員が有する学位一覧 （2019年9月1日現在）

 鍼灸学科  鍼灸情報センター

 大学院

氏名 職位 学位

横山 浩之 准教授 学士(鍼灸学)

大川 祐世 助教 修士（保健医療学）

氏名 職位 学位

鍋田 智之 教授・学科長 修士（保健医療学）

中原 英博 教授・副学科長 博士（医学）

井手口 範男 教授 修士（人間科学）

老田 準司 教授 教育学士

尾﨑 朋文 教授 学士(法学)

小島 賢久 教授 博士（保健学）

中田 敬吾 教授 医学博士

仲西 宏元 教授 博士（医学）

藤重 仁子 教授 博士（言語文化学）

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）

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)

伊奈 新太郎 助教 修士（体育学）

大月 隆史 講師 修士（保健医療学）

長尾 晋宏 助教 修士（文学）

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）

仲村 正子 助手 修士（鍼灸学）

氏名 職位 学位

山下 仁
教授・研究課長
保険医療学専攻長

博士（保健学）

青木 元邦
教授

医療科学専攻長
博士（医学）

上田 喜敏 教授 博士（工学）

小縣 裕二 教授 博士（保険学）

荻原 俊男 教授 医学博士

河口 直正 教授 博士（医学）

長野 仁 教授 修士（鍼灸学）

三木 宏文 教授 博士（医学）

由谷 親夫 教授 医学博士

吉岡 敏治 教授 医学博士

 助産学専攻科

氏名 職位 学位

中西 伸子 教授・専攻科長 博士（看護学）

西川 美樹 講師 修士（看護学）

塚田 桃代 助教 修士（看護学）
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