
 

No. 班名
保）リハビリ ⽶本　倉基 医）⽣化学 林　　孝典 医）分⼦腫瘍学 ⽯ 　　含笑

医）インストラクター 北村　滋敏

療）放射線 浅⽥　恭⽣ 医）⽣理学Ⅱ ⼤熊　真⼈ 保）リハビリ ⼭⽥　晃司
療）インストラクター 深⾕　求

医）⽣物学 ⾓川　裕造 医）薬理学 ⼀瀬　千穂 医）公衆衛⽣学 太⽥　充彦
医）解剖学Ⅱ ⿑藤　成
看護専⾨学校 ⽔⾕　名穂美
医）インストラクター ⾼橋　勉

療）臨床検査 畑　　忠善 医）法医学 越智　拓 保）看護 廣瀬　⼤輔
保）リハビリ 渡　　 哲郎

療）放射線 辻岡　勝美 保）リハビリ 藤村　健太（兼務）

療）医療検査 今村　誠司 保）看護 清⽔　純

医）分⼦腫瘍学 鈴⽊　元 医）インストラクター ⻑縄　尋美

ﾀﾞﾋﾞﾝﾁ低侵襲⼿術 柳⽣　茂 医）分⼦腫瘍学 ⽔⾕　泰嘉 療）臨床⼯ 井平　勝
医）公衆衛⽣学 李　 　媛英 療）放射線 ⾼野　⼀輝

共利研 井⼿　富彦 療）医療検査 安倍　雅⼈ 医）⽣理学Ⅱ ⽇髙　聰
医）⽣化学 宗綱　栄⼆ 医）ｳｲﾙｽ・寄⽣⾍学 河本　聡志

医）英語 Schwab Jon
看護専⾨学校 ⼩⼋重　和⼦

療）医療経営 ⻲井　哲也 療）臨床⼯ ⼤橋　篤 療）医療経営 上松　未季

療）臨床検査 刑部　恵介 療）臨床⼯ ⼭﨑　⼀徳 療）臨床検査 星　 　雅⼈
療）放射線 安井　啓祐
総医研 嶋⽥　誠

療）臨床⼯ 堀　　秀⽣ 療）臨床⼯ 川⼝　和紀 療）臨床検査 秋⼭　秀彦
医）薬理学 池本　和久 保）リハビリ 渡辺　章由

療）臨床検査 雪⽵　潤 療）臨床検査 東本　祐紀 療）臨床検査 楠原　康弘
療）臨床検査 千原　猛

療）医療検査 ⽯川　浩章 療）臨床⼯ ⽇⽐⾕　信 医）⽣化学 下野　洋平
療）臨床⼯ 岡村　和彦 医）ｳｲﾙｽ・寄⽣⾍学 村⽥　貴之

医）分⼦腫瘍学 ⽵内　俊幸
総医研 J.M.ダイクストラ
総医研 塚本　健太郎
総医研 永岡　唯宏

療）臨床検査 柳⽥　隆正 療）医療検査 厚味　⾼広 看護専⾨学校 園井　葉⼦
保）リハビリ 宮澤　⿇希

療）臨床検査 ⼤江　瑞恵 保）看護 川村　真紀⼦ 医）インストラクター 有賀　稚枝
医）インストラクター 加藤　利枝⼦

保）看護 ⽯⻲　敬⼦ 保）看護 荒堀　裕⼦
医）インストラクター 野原　由希

療）臨床検査 仲本　賢太郎 療）臨床検査 鈴⽊　康司
療）医療検査 齋藤　邦明
保）リハビリ 鈴⽊　孝治

療）放射線 梅沢　栄三 看護専⾨学校 佐久間　千佳
療）インストラクター ⽥中　美江⼦
保）インストラクター 脇⽥　由美

療）臨床検査 ⾦⼦　千之 保）看護 川井　薫
看護専⾨学校 吉川　英治

療）臨床⼯ 中井　滋 医）解剖学Ⅰ ⼋幡　直樹 療）医療経営 ⾼⽥　佳代⼦
療）臨床⼯学科 塩⾕　泰⼦
保）看護 加藤　勝⼦
保）インストラクター ⼤森　玲⼦

医）衛⽣学 川⼾　美由紀 療）放射線 南　　⼀幸 医）化学 ⼋代　耕児
保）看護 世古　留美 医）⽣理学Ⅰ ⻑崎　弘
医）物理学 鴨下　淳⼀ 医）法医学 平⽥　ゆかり

保）看護 明⽯　優美
療）インストラクター ⼩縣　歩
療）インストラクター 鈴⽊　崇洋
保）インストラクター 加藤　恵
保）インストラクター ⾅⽥　徹
保）インストラクター 丸　 　さかえ

保）リハビリ 横⽥　元実 医）解剖学Ⅱ 深澤　元晶 医）⽣理学Ⅰ 河⽥　美穂
保）インストラクター 町⽥　眞実

療）医療経営 服部　しのぶ 療）臨床検査 ⼭本　康⼦
保）看護 皆川　敦⼦
保）看護 レーグェン キムガン
医）インストラクター 藤井　和⼦
医）インストラクター 安⻄　美恵

2 .班活動　担当教員⼀覧
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少林寺拳法班

⼸道班

バスケットボール班

バドミントン班

バレーボール班

ハンドボール班

ソフトテニス班

硬式テニス班

ラグビー班

サッカー班

男⼦ソフトボール班

⼥⼦ソフトボール班

ランニング班

ニュースポーツ班

ストリートダンス班

卓球班

太極拳班

ボディコントロール＆
エアロビクス運動班

連帯太⿎班

合唱班

管弦楽班

絵画班

茶道班

フラダンス班
（2019年度活動休⽌）

剣道班



 

No. 班名
療）臨床⼯ 酒井　⼀由 療）放射線 横⼭　須美 療）臨床検査 塩竈　和也

保）看護 岡島 規⼦
保）看護 影浦 直⼦
総医研 ⽔⾕　謙明
共利研 尾之内　⾼慶
療）インストラクター ⽵内　直美

療）臨床⼯ 星野　弘喜 医）公衆衛⽣学 内藤　久雄

医）数学 鏡　　裕⾏ 医）解剖学Ⅰ 尾⾝　実 医）⽣理学Ⅱ 河合　房夫
医）ｳｲﾙｽ・寄⽣⾍学 岩堀　聡⼦
保）看護 伊藤　裕⼦
保）看護 キム・チュウアイ
医）インストラクター ⽵内　勉
医）インストラクター 脇⽥　菜々⼦

保）リハビリ 松下　⽂雄 保）看護 朝居　朋⼦ 医）分⼦腫瘍学 新美　敦⼦
療）インストラクター 海野　和⼦
療）インストラクター 早川　正美
療）インストラクター ⿊坂　美智代

医）⽣物学 吉⽥　友昭 医）⽣理学Ⅰ ⾦⼦　葉⼦
療）医療検査 ⽵松　弘
療）放射線 ⼩林　茂樹

保）看護 久納　智⼦ 看護専⾨学校 東　本美 保）インストラクター 吉⽥　年⼀
保）インストラクター ⻘⼭　恵美代

療）放射線 堀内　ちとせ 保）看護 ⽥辺　幸⼦
保）看護 尾形　宗⼠郎
保）リハビリ 上原　信太郎
総医研 ⼩清⽔　久嗣
総医研 近藤　晶⼦
看護専⾨学校 ⻄⼭　都師恵

療）臨床検査 ⼤橋　鉱⼆ 医）⽣理学Ⅰ ⼩⾕　侑 共利研 前⽥　康博
療）臨床⼯ 作佐部　太也 再⽣医療 ⼭本　直樹

療）臨床⼯ 伊藤　康宏 療）臨床検査 松井　太衛 医）⽣理化学 中島　昭
保）リハビリ 寺⻄　利⽣ 医）ｳｲﾙｽ・寄⽣⾍学 佐々⽊　潤

療）臨床検査 藤垣　英嗣
療）臨床⼯ ⾦平　蓮
総医研 ⼭⼝　央輝
共利研 安井　久司
再⽣医療 伊庭　善孝

療）医療経営 奥原　俊 保）看護 ⽔野　暢⼦ 医）法医学 濵島　誠

疾患モデル ⻑尾　静⼦ 保）リハビリ ⻄井　⼀宏 疾患モデル 熊本　海⽣航
疾患モデル 釘⽥　雅則 疾患モデル 吉村　⽂

総医研 萩原　英雄
共利研 ⼿塚　裕之

保）リハビリ 加賀　順⼦ 医）倫理学 佐藤　労 保）リハビリ 藤村　健太(兼務)
総医研 中⾕　直史 総医研 服部　聡⼦

看護専⾨学校 屋⽊　景⼦
医）⽣物学 守⼝　匡⼦ 医）ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ情報処理 鈴⽊　茂孝 医）⽣化学 ⽯原　悟

療）医療経営 武藤　晃⼀ 保）看護 清⽔　三紀⼦
保）リハビリ 阿部　祐⼦ 保）リハビリ 都築　晃 保）リハビリ 櫻井　宏明

保）リハビリ 鈴⽊　由佳理

No. 講習名
療）医療経営 ⽻⽥　道信 療）医療経営 堀場　⽂彰

客員教員 前野　芳正 療）医療経営 村井　はるか
保）看護 ⽵差　美紗⼦

保）看護 近藤　千春 療）医療経営 坂⽥　裕介 医）健康科学 若⽉　徹

医）薬理学 菅沼　由唯 医）解剖学Ⅱ ⽯嶺　久⼦ 医）健康科学 若⽉　徹
医）薬理学 狩野　泰輝

救急救命講習

コミュニケーション講習

災害医療講習

搬送法講習

とよあけ応急⼿当普及ボランティアの会
主任

3 .全学活動　担当教員⼀覧

（注）最新の担当教員⼀覧については、アセンブリ・ポータルサイトをご覧ください。
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⼿話班

ロックンロールを楽しむ班

医療ボランティア１
（院内活動）班

地域包括ケアシステム
在宅医療研究班

インターネット・
チュートリアル班

⽣理学研究班
（2019年度活動休⽌）

国際⽂化研究班
（2019年度活動休⽌）

ハンドベル班

英語班

バード・ウォッチング班

健康⼼理学班

ヒト疾患モデル研究班

フォークギター＆
フォークソング班

書道班

囲碁班

将棋班


