
【総合福祉学科】

教員名 職位 専門分野 研究紹介
（研究テーマ） 研究キーワード 今年度担当科目 Eメール 講義のある曜日 オフィスアワー 備考

木島　均 教授
医用電気工学
医用電子工学

ＥＭＣ　(Electro-Magnetic Compatibility)
電気・電子・情報・通信システムの電磁環
境を調整し、システムとしての電磁両立
性を研究する学問です。

ノイズ対策、静電気対
策、雷害対策、接地シス
テム

医用電気工学Ⅰ, Ⅱ、医用電
気工学演習Ⅰ,演習Ⅱ、医用
電子工学Ⅰ, Ⅱ、医用電子工
学演習Ⅰ, 演習Ⅱ, 医用機器
工学（通年）、計測工学、大学
院（Developing Critical
Thinking Method）

kijima@tokaigakuin-
u.ac.jp

月・水・木曜日
火曜日 13：30～15：00
（東館615研究室）

本学短大・四大・大
学院生ウエルカムで
す。
趣味は、渓流釣り、
将棋、遺跡巡り、読
書、音楽鑑賞、卓
球、ﾊﾞﾚｰ･ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰ
ﾙ､ﾄﾞﾗｲﾌﾞなど

岡本　真理子 教授 建築歴史・意匠
１．建築木割書や雛形本に関すること
２．景観および都市計画に関すること
３．建築設計実務に関すること

建築歴史、建築意匠、景
観、木割書、雛形本、住
環境、建築設計

美術、生活支援技術Ⅰ、Ⅱ、
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ技術、ﾌｨｰﾙﾄﾞﾜｰ
ｸ、介護総合演習Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、
卒業研究

相談等のある方に、必
要に応じて直接お知ら
せします。

火・水・金曜日
火曜日 11：00～12：30
金曜日 11：00～12：30

質問・相談等があれ
ば、まずは研究室
（東３階）に来てくださ
い。

服部　知彦 教授

電気工学
情報通信工学
医用機器工学
放射線医学

画像工学、医学応用、通信技術含んだ3
Ｄ技術に関するすべて。および放射線医
学に関する分野で主に医療用機器の開
発。

放射線医学、通信、３次
元画像、ディスプレイ

医用工学概論、基礎医学実
習、医用材料工学、呼吸療法
装置学、血液浄化療法装置
学演習、公衆衛生学、医用治
療機器学演習、生体計測工
学

t.hattori@tokaigakuin-
u.ac.jp

月・火・水・木・金曜日 金曜日 9：20～12：30
日程等については変
更の可能性がありま
す。

遠藤　雅子 教授

職業社会学
産業社会学
ﾗｲﾌｺｰｽ社会学
キャリア教育

女性の再就職支援、若年層の就労支
援、社会的企業、ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ・PBLと地域
創生

産業・職業、ライフコー
ス､ｿｰｼｬﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ､ｷｬﾘｱ
ｶﾞｲﾀﾞﾝｽPBL(Project
Based Learning)

社会学概論、社会福祉調査
論､オフィススタディ、オフィス
実務演習、オフィスワーク、ビ
ジネスマナー､卒業研究

enma@tokaigakuin-
u.ac.jp

月・水・木・金曜日 木曜日 15：10～16：40

何かご質問・相談が
あれば、まずは電子
メールでご連絡くださ
い。（ご予約いただい
たほうが確実です。）

服部　真澄 教授 医療技術学

放射線画像工学
X線画像のノイズ低減処理、        CT
colonographyにおけるCAD（コンピュータ
支援検出）の研究を行っている。

ノイズ、CTC、CAD（ｺﾝ
ﾋﾟｭｰﾀ支援検出）

解剖学Ⅰ・Ⅱ、医用システム・
制御工学、生体計測装置学
Ⅰ・Ⅱ、画像検査学、画像検
査学実習、核医学検査学、画
像診断学、放射線概論、画像
診断学

m-hattori@tokaigakuin-
u.ac.jp

月・火・木曜日 木曜日 11：00～12：30

小田　俊郎 教授
生物物理学、生
物化学

細胞の運動、筋肉の収縮メカニズム　X
線散乱測定技術の手法開発

蛋白質、Ｘ線散乱、中性
子散乱、顕微鏡

卒業研究、生化学、応用数
学、医用機械工学、生体物性
工学

toda375@tokaigakuin-
u.ac.jp

月・火・水・木・金曜日 火曜日 13：30～15：00

遠藤　幸子 准教授 看護学

終末期ケア、緩和ケア：高齢者の看取り
に関する取り組みを取材し、日本人の心
に添ったケアのあり方について
心身健康科学：現代社会における中高
年～老年期の人々の健康観

終末期ケア、緩和ケア、
死生観、健康観

医療的ケアⅠ・Ⅱ・Ⅲ、生活
支援技術Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ、介護過
程Ⅱ･Ⅲ、介護総合演習Ⅲ、
認知症の理解Ⅰ

s-endo@tokaigakuin-
u.ac.jp

月・水・木・金曜日 水曜日 11：00～12：30
遠藤研究室：西キャ
ンパス2号館1階

佐藤　尊範 准教授 情報処理 情報リテラシー教育の効果分析
情報リテラシー，高等教
育

コンピュータリテラシーⅡ，情
報リテラシー，情報科学，情
報科学演習，システム情報処
理実習，医用情報処理工学，
医療情報処理演習Ⅰ，表計
算応用演習

必要に応じて直接お知
らせします。

月・火・水・木・金曜日 月曜日 15：10～16：40

大倉　高志 准教授 精神保健福祉

自殺発生後に遺された家族に対して、地
域の関係者がいつ、何を、どのような方
法で支援することが求められているのか
を明らかにするために、自死遺族を対象
とした聴き取り調査を実施し、地域の専
門家ごとに求められる具体的な支援方法
を提示する研究を継続している

自死遺族支援、自殺予
防、死別後の家族支援

障害者福祉論Ⅰ、精神保健
福祉支援論、精神障害リハビ
リテーション学Ⅰ・Ⅱ、精神保
健福祉援助技術各論、精神
保健福祉相談援助の基盤
（専門）、精神保健福祉援助
演習Ⅰ・Ⅱ、精神保健福祉援
助実習指導Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、精神
保健福祉援助実習、精神保
健福祉特殊講義Ⅰ・Ⅱ、卒業
研究

t-okura@tokaigakuin-
u.ac.jp

月・火・木・金曜日
月曜日 13：30～15：00
木曜日 15：10～16：40

何かご質問・ご相談
がありましたら、電子
メールでご連絡くださ
い

金子　芳一 講師
臨床工学、医工
学

循環補助、呼吸補助、代謝補助（血液浄
化）、高次脳機能保護,人工心筋、生体計
測、感染対策など
　救命救急・集中治療・手術を中心とする
集学的治療における治療法の開発、医
療の質および医療安全の向上を研究
テーマとしている。従って、関連領域は多
岐にわたり、上記はその一部である。

ECMO,PCPS, 補助人工
心臓,HFO,CRRT, 高次
脳機能保護,脳低温療
法, 植込みデバイス,人
工心筋,ナノバブル, 感染
対策

医用工学概論（臨検）
体外循環装置学
医用電気工学実習
医用電子工学実習
医用治療機器学
生体計測装置学１

ce.kaneko@gmail.com 月・水・木曜日 月曜日 16：50～18：20
日程等については変
更の可能性がありま
す。

齋藤　代彦 講師 介護福祉学 介護福祉実践の本質とは 肯定的理解

介護総合演習Ⅲ（副担当）
介護概論
介護福祉論Ⅰ
認知症の理解Ⅱ,
介護過程Ⅴ,
生活支援技術Ⅲ（副担当）

s-saito@tokaigakuin-
u.ac.jp

月・水・木・金曜日 水・木曜日 15：10～16：40
研究室は西2号館１
階

田中　幸作 講師
社会福祉学、
ソーシャルワー
ク

地域を基盤としたソーシャルワーク実践
モデルの開発

ソーシャルワーク、ソー
シャルワーク教育、社会
福祉政策

社会福祉援助技術論Ⅰ・Ⅱ・
Ⅲ、社会福祉援助技術演習
Ⅳ・Ⅴ、福祉特殊講義Ⅰ・Ⅱ、
社会福祉特殊講義Ⅰ・Ⅱ、社
会福祉原論、社会福祉実習
指導Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、社会福祉実
習

k-tanaka@tokaigakuin-
u.ac.jp

火・水・金曜日 水曜日 13：30～15：00
何かご質問・相談が
あれば、電子メール
でご連絡ください

伊藤　太一 講師
救急救命
看護
介護

救急現場学
効率的で有効な心肺蘇生法を中心に研
究。

CPR、心肺蘇生法、気管
挿管、気道確保法、胸骨
圧迫、止血法、応急手
当、搬送法

スポーツ医学Ⅱ･Ⅲ、精神医
学Ⅰ･Ⅱ、発達と老化の理解
Ⅰ･Ⅱ、障害の理解Ⅰ･Ⅱ、こ
ころとからだのしくみⅠ･Ⅱ、
看護概論、リハビリ概論

itoh@tokaigakuin-u.ac.jp 月・火・水・金曜日 木曜日 11：00～12：30
何かご質問・相談が
あれば、電子メール
でご連絡ください

馬場　崇豪 講師
スポーツバイオ
メカニクス

スポーツ・運動動作のメカニズムの解明
スポーツバイオメカニク
ス、短距離走、動作分析

体育講義、体育実技Ａ，ス
ポーツ実践、生涯スポーツ、
スポーツ生理学、スポーツ心
理学、生涯スポーツ実習、バ
イオメカニクス、スポーツ技術
論

t-baba@tokaigakuin-
u.ac.jp

月・火・木・金曜日 月曜日 11：00～12：30

何かご質問・相談が
あれば、まずは電子
メールでご連絡くださ
い

植木　是 講師

社会学人間福
祉＞社会福祉
学、
＞ソーシャル
ワーク、臨床福
祉、地域生活支
援

社会福祉学、臨床福祉、社会福祉実践
論
・障害児者の地域生活支援、
・高齢者の地域包括支援、など
・社会福祉学的な視点から、施設と地域
のあり方、地域住民のくらしとその支援
のあり方について、実践的に活動研究を
行っている。

ソーシャルワーク、支
援、相談支援、介護支
援、相談援助、生活支
援、ケアマネジメント、権
利擁護、成年後見、生き
づらさ、居場所づくり

現代社会と福祉Ⅰ、障害者
福祉論Ⅱ、社会福祉経営論、
社会と福祉、社会福祉概論、
社会福祉援助技術演習Ⅰ・
Ⅱ・Ⅴ、就労支援サービス、
福祉行財政と福祉計画、社
会福祉実習、介護福祉論Ⅲ・
Ⅳ、地域福祉論Ⅰ・Ⅱ、社会
福祉援助技術論Ⅳ

nao-ueki@tokaigakuin-
u.ac.jp

月・水・木・金曜日 水曜日 11：00～12：30

何かご質問・相談が
あれば、電子メール
でご連絡ください
（研究室ドアポケット
にて手紙等で連絡し
て頂いても結構で
す。）（ご予約いただ
いたほうが確実で
す。）

武藤　麻美 講師
精神保健福祉，
社会心理学，応
用心理学

社会的マイノリティに対する認知につい
て研究している。

対人認知，印象形成，社
会的距離，グループダイ
ナミックス

精神保健福祉制度論，精神
保健福祉援助実習，精神保
健福祉特殊講義Ⅰ・Ⅱ，社会
福祉援助技術総論Ⅰ・Ⅱ，社
会福祉援助技術演習Ⅰ・Ⅲ，
老人福祉論Ⅱ，公的扶助論，
地域福祉論Ⅱ，保健医療
サービス， 国際社会福祉論

mmuto@tokaigakuin-
u.ac.jp

月・火・水・木・金曜日 木曜日 13：30～15：00
何かご質問・相談が
あれば，電子メール
でご連絡ください

平成２８年度 後期 オフィスアワー


