
2012/11/22

人数 所属 役職 氏名 チェック 懇親会参加

1 札幌歯科医師会　 理事 大森　幹朗
2 北海道歯科医師会 常務理事 河野　崇志
3 岩手県歯科医師会 常務理事 三善　潤 
4 盛岡市歯科医師会　 副会長 金子　良司 
5 大森歯科医師会　 会長 岡本　徹
6 蒲田歯科医師会 副会長 塩津　二郎 
7 荏原歯科医師会　 委員 矢部　隆司 
8 目黒区歯科医師会 理事（地域医療） 村上　光広
9 品川歯科医師会 会長 斎藤 　一人 
10 北海道医療大学 教授 安彦　善裕 
11 北海道医療大学 准教授 長澤　敏行 
12 北海道医療大学 講師 豊下　祥史 
13 北海道医療大学 教授 齊藤　正人
14 北海道医療大学 講師 草野　薫 
15 北海道医療大学 教授 越野 寿 
16 岩手医科大学 助教 熊谷　章子 
17 岩手医科大学 講師 小林　琢也
18 岩手医科大学 教授 城　茂治 
19 岩手医科大学 教授 近藤　尚知 
20 岩手医科大学 教授 藤村　朗 
21 岩手医科大学 教授 野田　守 
22 岩手医科大学 常任研究員 須和部　京介 
23 昭和大学 教授 美島　健二 
24 昭和大学 教授 新谷　悟 
25 昭和大学 教授 佐藤　裕二 
26 昭和大学 教授 飯島　毅彦
27 昭和大学 准教授 菅沼　岳史 
28 昭和大学 講師 須田　玲子 
29 昭和大学 講師 谷　千尋 
30 昭和大学 教授 向井　美恵 
31 昭和大学 講師 勝部　直人 
32 昭和大学 教授 佐野　晴男 
33 昭和大学 准教授 北川　昇 

34 昭和大学 教授 片岡　竜太

35 昭和大学 教授 宮崎　隆

36 昭和大学 教授 岡野　友宏

37 昭和大学 教授 井上　美津子

38 昭和大学 教授 馬場　一美

39 昭和大学 助教 馬谷原　光織

40 昭和大学 課長 久米　徳明
41 昭和大学 係長 山村　勇一 
42 昭和大学 係長 大矢　敦 
43 昭和大学 係長 山崎　佳哉
44 北海道医療大学 情報推進係長 歳桃　淳 
45 岩手医科大学 課長 山本　和博 
46 岩手医科大学 課長補佐 近藤　敬 

47 株式会社ピコラボ
取締役
知識情報処理事業部長

鈴木　泰山

48 株式会社ピコラボ 八木　豊
49 金沢電子出版株式会社 取締役　社長 佐藤　伸平
50 金沢電子出版株式会社 取締役　副社長 林 　智

51 昭和大学 尾実　悦子
52 昭和大学 斎藤　久美子
53 昭和大学 座間　葉子
54 昭和大学 津軽　祐三子
55 昭和大学 渡部　小百合

ワークショップ参加者

タスクフォース

事務系職員

教育センター事務

文部科学省　大学間連携共同教育推進事業
第1回ITを活用した教育センターワークショップ　参加者一覧
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人数 番号 大学 所属 役職 氏名 備考

1 1 昭和大学 教授 美島健二 ◎
2 2 昭和大学 教授 新谷　悟 
3 3 昭和大学 教授 佐藤裕二 
4 4 昭和大学 課長 久米徳明
5 5 北海道医療大学 教授 安彦善裕 
6 6 北海道医療大学 准教授 長澤敏行 
7 7 北海道医療大学 講師 豊下祥史 
8 8 岩手医科大学 助教 熊谷章子 
9 9 岩手医科大学 講師 小林琢也
10 10 岩手医科大学 課長 山本和博 

11 1 昭和大学 教授 飯島毅彦
12 2 昭和大学 准教授 菅沼岳史 
13 3 昭和大学 講師 須田玲子 
14 4 昭和大学 講師 谷　千尋 
15 5 昭和大学 係長 山村勇一 
16 6 北海道医療大学 教授 齊藤正人
17 7 北海道医療大学 講師 草野　薫 
18 8 岩手医科大学 教授 城　茂治 ◎
19 9 岩手医科大学 教授 近藤尚知 
20 10 岩手医科大学 課長補佐 近藤　敬 

21 1 昭和大学 教授 向井美恵 ◎
22 2 昭和大学 講師 勝部直人
23 3 昭和大学 係長 大矢　敦
24 4 大森歯科医師会　 会長 岡本　徹
25 5 蒲田歯科医師会 副会長 塩津二郎
26 6 荏原歯科医師会　 委員 矢部隆司
27 7 北海道医療大学 北海道歯科医師会 常務理事 河野崇志
28 8 岩手医科大学 教授 藤村 朗
29 9 岩手県歯科医師会 常務理事 三善　潤

30 1 昭和大学 教授 佐野晴男
31 2 昭和大学 准教授 北川 昇
32 3 目黒区歯科医師会 理事（地域医療） 村上光広
33 4 品川歯科医師会 会長 斎藤 一人
34 5 北海道医療大学 教授 越野 寿 ◎
35 6 札幌歯科医師会　 理事 大森幹朗
36 7 北海道医療大学 情報推進係長 歳桃　淳
37 8 岩手医科大学 教授 野田 守
38 9 盛岡市歯科医師会　 副会長 金子良司
39 10 岩手医科大学 常任研究員 須和部京介

昭和大学

北海道医療大学

岩手医科大学

昭和大学

北海道医療大学

岩手医科大学

昭和大学

北海道医療大学

岩手医科大学

昭和大学

岩手医科大学

(緑)グループ４：10名

文部科学省　大学間連携共同教育推進事業
第1回ITを活用した教育センターワークショップ　参加者一覧(セッション1、2)

(青)グループ１：10名

(赤)グループ２：10名　　　

(黄)グループ３：９名
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2012/11/22

人数 番号 大学 所属 役職 氏名 備考

1 1 昭和大学 教授 美島健二 ◎
2 2 昭和大学 教授 新谷　悟 
3 3 昭和大学 教授 佐藤裕二 
4 4 北海道医療大学 教授 安彦善裕 
5 5 北海道医療大学 准教授 長澤敏行 
6 6 北海道医療大学 講師 豊下祥史 
7 7 岩手医科大学 助教 熊谷章子 
8 8 岩手医科大学 講師 小林琢也

9 1 昭和大学 教授 飯島毅彦
10 2 昭和大学 准教授 菅沼岳史 
11 3 昭和大学 講師 須田玲子 
12 4 昭和大学 講師 谷　千尋 
13 5 北海道医療大学 教授 齊藤正人
14 6 北海道医療大学 講師 草野　薫 
15 7 岩手医科大学 教授 城　茂治 ◎
16 8 岩手医科大学 教授 近藤尚知 

17 1 昭和大学 教授 向井美恵 ◎
18 2 昭和大学 講師 勝部直人
19 3 大森歯科医師会　 会長 岡本　徹
20 4 蒲田歯科医師会 副会長 塩津二郎
21 5 荏原歯科医師会　 委員 矢部隆司
22 6 北海道医療大学 北海道歯科医師会 常務理事 河野崇志
23 7 岩手医科大学 教授 藤村 朗
24 8 岩手県歯科医師会 常務理事 三善　潤

25 1 昭和大学 教授 佐野晴男
26 2 昭和大学 准教授 北川 昇
27 3 目黒区歯科医師会 理事（地域医療） 村上光広
28 4 品川歯科医師会 会長 斎藤 一人
29 5 北海道医療大学 教授 越野 寿 ◎
30 6 札幌歯科医師会　 理事 大森幹朗
31 7 岩手医科大学 教授 野田 守
32 8 盛岡市歯科医師会　 副会長 金子良司
33 9 岩手医科大学 常任研究員 須和部京介

34 1 昭和大学 課長 久米徳明
35 2 昭和大学 係長 山村勇一 
36 3 昭和大学 係長 大矢　敦 ◎
37 4 昭和大学 係長 山崎佳哉
38 5 北海道医療大学 北海道医療大学 情報推進係長 歳桃　淳
39 6 岩手医科大学 課長 山本和博 
40 7 岩手医科大学 課長補佐 近藤　敬 

41 8
取締役
知識情報処理事業部長

鈴木　泰山

42 9 八木　豊
43 10 取締役　社長 佐藤　伸平
44 11 取締役　副社長 林 智

◎ グループの責任者

北海道医療大学

岩手医科大学

昭和大学

北海道医療大学

昭和大学

岩手医科大学

文部科学省　大学間連携共同教育推進事業
第1回ITを活用した教育センターワークショップ　参加者一覧(セッション3)

(青)グループ１：セッション３のテーマ　口腔乾燥症：8名

株式会社ピコラボ

金沢電子出版株式会社

昭和大学

(緑)グループ４：セッション３のテーマ　地域におけるチーム医療：9名

岩手医科大学

事務系職員：11名

(赤)グループ２：セッション３のテーマ　基礎疾患を有する患者の歯科診療（循環器、呼吸器疾患、脳血管障害、糖尿病）：8名　　　

岩手医科大学

(黄)グループ３：セッション３のテーマ　地域におけるチーム医療：8名

昭和大学

北海道医療大学

岩手医科大学

昭和大学
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