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Ⅶ.  教員一覧と教員研究室
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役　職 氏　　名 部屋・研究室 所属（職位）
学長 大城…昌平 学長室（1108）、3508研究室 （教授）
看護学部　学部長 藤本…栄子 看護学部長室（1115）、1714研究室 看護学部（教授）

学部長補佐 久保田…君枝 1715研究室 看護学部（教授）
学部長補佐 大石…ふみ子 1219研究室 看護学部（教授）
学部長補佐 樫原…理恵 1616研究室 看護学部（教授）

社会福祉学部　学部長 佐藤…順子 社会福祉学部長室（1110）、
2606研究室 社会福祉学部（教授）

社会福祉学科長・
介護福祉学科長 野田…由佳里 2706研究室 社会福祉学部（教授）

学部長補佐・
こども教育福祉学科長 太田…雅子 2604研究室 社会福祉学部（教授）

リハビリテーション学部長 新宮…尚人 リハビリテーション学部長室（1109）、
3501研究室 リハビリテーション学部（教授）

理学療法学科長 有薗…信一 3503研究室 リハビリテーション学部（教授）
作業療法学科長 伊藤…信寿 3514研究室 リハビリテーション学部（教授）
言語聴覚学科長 谷…哲夫 3406研究室 リハビリテーション学部（教授）

大学院看護学研究科長 市江…和子 1712研究室 看護学部（教授）
大学院リハビリテーション
科学研究科長 柴本…勇 3408研究室 リハビリテーション学部（教授）

大学院社会福祉学研究科長 川向…雅弘 2705研究室 社会福祉学部（教授）
宗教主任・
キリスト教センター長 永井…英司 キリスト教センター 社会福祉学部（教授）

教務部長 矢倉…千昭 3504研究室 リハビリテーション学部（教授）
学生部長… 野田…由佳里 2706研究室 社会福祉学部（教授）
就職部長 福田…俊子 2614研究室 社会福祉学部（教授）
図書館長 長峰…伸治 1708研究室 看護学部（教授）

氏　　名 研究室 所　　　属（職位）

あ

秋山…恵美子 2611 社会福祉学部（助教）
渥美…陽子 3413 看護学部（助教）
天野…薫 1215 看護学部（准教授）
有薗…信一 3503 リハビリテーション学部（教授）
有村…優範 2603 看護学部（助教）

い

飯田…真也 2712 社会福祉学部（教授）
飯田…妙子 3510 リハビリテーション学部（助教）
井川…淳史 2603 社会福祉学部（助教）
泉…良太 3414 リハビリテーション学部（教授）
泉谷…朋子 2708 社会福祉学部（准教授）
市江…和子 1712 看護学部（教授）
伊藤…純子 1607 看護学部（助教）
伊藤…信寿 3514 リハビリテーション学部（教授）
稲垣…恵子 1611 助産学専攻科（准教授）
乾…友紀 1218 看護学部（助教）
入江…拓 3403 看護学部（教授）

う 氏原…恵子 1210 看護学部（助教）

お
大石…ふみ子 1219 看護学部（教授）
大城…昌平 3508 リハビリテーション学部（教授）

大学

氏　　名 研究室 所　　　属（職位）

お

太田…知実 1210 看護学部（助教）
太田…雅子 2604 社会福祉学部（教授）
大友…信勝 5703 社会福祉学部（教授）
大場…義貴 2608 社会福祉学部（准教授）
大原…重洋 3405 リハビリテーション学部（教授）
大山…末美 1213 看護学部（教授）
岡田…眞江 1711 看護学部（准教授）
落合…克能 2613 社会福祉学部（准教授）

か

樫原…理恵 1616 看護学部（教授）
加藤…貴子 1707 看護学部（助教）
兼子…夏奈子 1261 看護学部（助教）
川向…雅弘 2705 社会福祉学部（教授）
川村…佐和子 5605 看護学研究科（教授）
神﨑…江利子 1710 看護学部（准教授）

き 金原…一宏 3506 リハビリテーション学部（教授）

く
久保田…君枝 1715 助産学専攻科（教授）
熊澤…武志 1716 看護学部（教授）
黒野…智子 1709 看護学部（准教授）

こ 顧…寿智 3404 リハビリテーション学部（教授）
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介護福祉専門学校
役　　職 氏　　名 部屋・研究室

校長 横尾…惠美子 校長室（6103）
2710研究室

教務主任 髙山…暢子 1606研究室
専任教員 佐野…仁美 1606研究室
専任教員 宮元…預羽 1608研究室

※教員の専門分野、研究業績などの情報は本学ホームページ
の教育学術情報データベースから参照できます。

氏　　名 研究室 所　　　属（職位）

こ

小池…武嗣 1214 看護学部（助教）
小出…扶美子 2713 看護学部（准教授）
河野…貴大 1608 看護学部（助教）
小平…朋江 3401 看護学部（准教授）

さ

齋藤…直志 1614 看護学部（教授）
酒井…昌子 3410 看護学部（教授）
坂本…道子 2612 社会福祉学部（教授）
佐久間…佐織 1618 看護学部（准教授）
佐々木…正和 2605 社会福祉学部（准教授）
佐藤…豊展 3411 リハビリテーション学部（准教授）
佐藤…順子 2606 社会福祉学部（教授）
佐藤…順子 3407 リハビリテーション学部（教授）
佐野…哲也 3511 リハビリテーション学部（助教）

し
柴本…勇 3408 リハビリテーション学部（教授）
清水…隆裕 1214 看護学部（助教）
新宮…尚人 3501 リハビリテーション学部（教授）

す
鈴木…達也 3511 リハビリテーション学部（助教）
鈴木…光男 1613 社会福祉学部（教授）
炭谷…正太郎 1610 看護学部（准教授）

た

隆…朋也… 1605 看護学部（講師）
髙瀬…奈美 3502 リハビリテーション学部（准教授）
高橋…大生 3512 リハビリテーション学部（助教）
田口…実里 1619 看護学部（准教授）
高山…真希 3510 リハビリテーション学部（助教）
田中…なつみ 3510 リハビリテーション学部（助教）
谷…哲夫 3406 リハビリテーション学部（教授）
俵…祐一 3507 リハビリテーション学部（准教授）

つ
津森…伸一 3517 リハビリテーション学部（教授）
鶴田…惠子 1617 看護学部（教授）

て 寺田…康祐 1608 看護学部（助手）

と
遠山…大成 1212 看護学部（助手）
冨澤…涼子 3518 リハビリテーション学部（准教授）
豊島…由樹子 1615 看護学部（教授）

な
永井…英司 キリスト教

センター 社会福祉学部（教授）

長峰…伸治… 1708 看護学部（教授）
中村…哲也 3512 リハビリテーション学部（助教）

に
西川…浩昭 1620 看護学部（教授）
二宮…貴之 2602 社会福祉学部（准教授）

ね 根地嶋…誠 3505 リハビリテーション学部（准教授）

の
野崎…玲子… 2704 看護学部（准教授）
野田…由佳里… 2706 社会福祉学部（教授）

は
D.Patterson 5704 社会福祉学部（准教授）
早川…ゆかり 1306 看護学部（助教）

ふ

福重…浩之 2607 社会福祉学部（准教授）
福田…俊子… 2614 社会福祉学部（教授）
藤田…さより 3515 リハビリテーション学部（准教授）
藤田…美枝子 2610 社会福祉学部（教授）

氏　　名 研究室 所　　　属（職位）

ふ
藤浪…千種 1208 看護学部（准教授）
藤本…栄子… 1714 看護学部（教授）

ほ
細田…直哉 2707 社会福祉学部（准教授）
本田…彰子 1217 看護学部（教授）

み
宮谷…恵 1713 看護学部（教授）
三輪…与志子 1707 助産学専攻科（助教）

む
村松…美恵 2711 看護学部（助教）
室加…千佳 2711 看護学部（助教）

や

矢倉…千昭 3504 リハビリテーション学部（教授）
安田…智洋… 1206 看護学部（教授）
矢部…広樹 3516 リハビリテーション学部（准教授）
山村…江美子 3412 看護学部（准教授）
山本…智子 1218 看護学部（助教）

よ
横尾…惠美子… 2710 社会福祉学部（教授）
吉里…心希 1306 看護学部（助教）
吉本…好延 3509 リハビリテーション学部（教授）

わ
若杉…早苗 1211 看護学部（准教授）
和久田…佳代… 2709 社会福祉学部（准教授）
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