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No. プロジェクト名

1001 アセンブリ弓道班初心者指導プロジェクト 医）生物学 角川裕造

1002 バドミントン班初心者の技術指導補助 療）放射線 辻岡勝美

療）放射線 小林正尚

療）放射線 白川誠士

1004 サッカー班初心者指導プロジェクト 療）臨床検査 杉本恵子

療）臨床検査 金子千之

療）臨床工学 川井　薫

看護専門学校 吉川英治

1006 学園祭に１年生の絵画作品を展示しよう！ 療）リハビリ 横田元実

療）医療経営 堀場文彰

療）臨床工学 星野弘喜

疾患モデル 長尾静子

療）リハビリ 西井一宏

疾患モデル 釘田雅則

疾患モデル 熊本海生航

疾患モデル 吉村　文

1009 1年生へのBLS指導 医）臨床医学総論 飯塚成志

2001 院内施設の子供たちが喜ぶ企画をしよう！ 療）放射線 堀内ちとせ

療）リハビリ 保木本のぞみ

療）リハビリ 太田皓文

療）リハビリ 鈴木めぐみ

療）リハビリ 加賀順子

療）リハビリ 前田晃子

療）放射線 南　一幸

医）衛生学 川戸美由紀

2005 本のプレゼンバトル・ビブリオバトルをやってみよう！ 総医研 上田洋司

2006 実験分子医学研究(Natureを読んでみよう) 総医研 亀山俊樹

医）生物学 吉田友昭

療）医療経営 久保明達

療）リハビリ 松田文浩

療）リハビリ 土山和大

2009 セルフコンディショニング 療）リハビリ 杉山智久

療）臨床検査 大橋鉱二

療）臨床工学 酒井一由

療）臨床検査 杉本恵子

2011 院内サマースクール 医）医学教育企画室 後藤和恵

療）看護 梅村慶子

療）看護 都築弘典

石川清仁

石田佳子

総医研 倉橋浩樹

総医研 土田邦博

総医研 中谷直史

総医研 常陸圭介

2015 認知症サポーターとして活躍しよう！ 医）医学教育企画室 後藤和恵

3001 スペシャルオリンピックス愛知"バトミントン" 療）臨床検査 毛利彰宏

医）微生物学 鈴木匡弘

医）微生物学 河合聡人

3003 スペシャルオリンピックス愛知"ボッチャ" 療）臨床検査 柳田隆正

療）臨床検査 市野直浩

療）臨床検査 刑部恵介

3005 スペシャルオリンピックス愛知"ボウリング" 医）倫理学 佐藤　労

3006 名古屋市視力障害者フロアバレーボールのボランティア 療）放射線 辻岡勝美

3007 クリーンキーパー 療）放射線 立木秀一

担当教員

P1

1003 初心者へのラグビー指導

1005 太鼓を叩いてみませんか？

1007 囲碁入門指導－方法の検討と実践－

1008 実験動物取り扱い技術初心者指導

患者さまの声を聴いてみよう！

病院）医療の質・安

全対策部
2013 院内感染対策チームの活動に参加しよう！

海外医療ドラマで英語を学ぶ

2008 スポーツ障害予防のためにできることを考える

2014 皆でサイエンス・カフェを企画・運営してみよう！

P3
3004 スペシャルオリンピックス愛知"サッカー"

P2

2002 緩和ケア

2003 院内デイケア

2004 アセンブリ院内コンサートを開催しよう！

2007

2010 医療科学部オープンキャンパス(OC)支援プロジェクト

2012

3002 スペシャルオリンピックス愛知"テニス"
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No. プロジェクト名

医）地域医療学 石原　慎

療）看護 世古留美

療）リハビリ 伊藤美保子

療）リハビリ 小山総市朗

医）地域医療学 石原　慎

療）看護 世古留美

療）リハビリ 伊藤美保子

医）数学 鏡　裕行

療）医療経営 服部しのぶ

医）公衆衛生 柿崎真沙子

3011 「子どものためのいのちの教育」を考えるプロジェクト 療）看護 朝居朋子

3012 薬物依存症者の当時者活動支援 療）看護 富田　元

3013 学生の学生による受験生のための相談・支援活動 医）ｳｲﾙｽ・寄生虫 前野芳正

療）放射線 寺本篤司

医）病理診断科Ⅰ 塚本徹哉

3015 「まなポート」学習サポータープロジェクト 医）健康科学 若月　徹

3016
平成２８年度アセンブリIII関連プロジェクト

防災訓練サポートプロジェクト
医）健康科学 若月　徹

3017 豊明市国際交流 医）英語 前澤大樹

療）リハビリ 三浦恵二

療）臨床検査 藤井亮輔

療）リハビリ 西井一宏

療）臨床検査 市野直浩

療）看護 田崎あゆみ

療）看護 曽我武史

療）看護 杉浦将人

3021 地域との交流「とよあけスポーツ大会」と「豊明秋祭り」 医）英語 中川　聡

3022 とよあけ花マルシェ 療）看護 倉田亮子

3023 ナガバノイシモチソウ／大狭間湿地 一般公開 療）医療経営 堀場文彰

3024 「とよあけ　どよう塾」お助け隊 療）医療経営 村田幸則

3025 みんなスマイルプロジェクト 療）放射線 林　直樹

療）看護 北村眞弓

療）看護 川上友美

療）看護 田辺幸子

療）看護 岩瀬敬佑

療）リハビリ 加賀順子

療）リハビリ 藤村健太

総医研 中谷直史

学術研究支援推進施設 加藤　憲

療）医療経営 村田幸則

療）看護 水野暢子

3029 豊明おやこ劇場「おやこまつり」で多世代交流 療）放射線 安井啓祐

3030 豊明市立三崎小学校おやじの会での地域交流活動 療）看護 近藤　彰

療）リハビリ 三浦恵二

療）臨床検査 安藤嘉崇

3032 豊明市社会福祉協議会の活動をサポート 医）微生物学 塚本健太郎

療）放射線 南　一幸

療）臨床検査 市野直浩

療）臨床検査 毛利彰宏

療）臨床検査 柳田隆正

3034 学童保育の子どもたちと一緒に遊ぼう！ 療）リハビリ 横田元実

(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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3008 小学生のための健康教室(体のしくみ)

3009 東郷町文化産業まつり

3010 外国籍の児童・生徒への学習支援ボランティア

3014 魅せる写真

3019 若い世代を消防団へ！

3020 とよあけ市民大学「ひまわり」１Day Summer School

3026 豊明・東郷地域包括ケアプロジェクト

3028 患者・家族との対話を通して患者中心の医療をともに考える

3033
スペシャルオリンピックス日本夏季ナショナルゲーム・愛知ボランティ

ア

3031 情熱マーケット豊明軽トラ市実行委員会での地域交流活動

3018 豊明市コミュニティサロンegao家での地域交流活動

3027 医療ボランティア２


