


1.デザイン学部

No 専門分野 職位 氏名 研究課題名 ページ

1 人間空間デザイン 教授 上遠野 敏 現代美術創作研究 1

2 人間空間デザイン 教授 齊藤 雅也 外断熱建築のクリマデザイン 1

3 人間空間デザイン 教授 中原 宏 都市機能の多様性と地域ポテンシャルに関す
る研究 2

4 人間空間デザイン 教授 羽深 久夫 北海道における民家の移築・活用－厚真町にお
ける保存・活用の実践－ 2

5 人間空間デザイン 教授 矢部 和夫 地域の湿原やその他の生態系における生物多
様性の保全・再生と創出に関する研究 3

6 人間空間デザイン 准教授 武田 亘明 クリエイティブ人材育成のための実践的学び
のデザイン 3

7 人間空間デザイン 准教授 山田 信博 既存ストックを活用した地域福祉拠点の研究 4

8 人間空間デザイン 准教授 山田 良 建築デザイン・環境デザイン・空間に係る作品
の制作および研究 4

9 人間空間デザイン 講師 石田 勝也 サウンドアンドビジュアルを使用した空間的
創造性の構築 5

10 人間空間デザイン 講師 片山 めぐみ 高齢者介護施設が運営する地域交流拠点の研
究と企画 5

11 人間空間デザイン 講師 小宮 加容子 誰もが一緒に楽しむことができる遊びのデザ
インに関する研究 6

12 人間空間デザイン 講師 須之内 元洋
個人や小規模団体による文化活動のための、持
続的デジタルアーカイブプラットフォームの
開発

6

13 人間空間デザイン 助教 金子 晋也 住宅建築とその周辺環境における空間のポテ
ンシャルに関する研究 7

14 人間情報デザイン 教授 蓮見 孝 ウェルネスに着目したアート＆デザインによ
る地域創生 7

15 人間情報デザイン 教授 細谷 多聞 視覚的環境情報の電子化とその活用に関する
研究 8

16 人間情報デザイン 教授 城間 祥之 テキストマイニング分析手法による潜在知識
抽出に関する研究 8

17 人間情報デザイン 特任教授 酒井 正幸 自然環境を活用した地域創生デザイン研究 9

18 人間情報デザイン 教授 安齋 利典 ブレインストーミングによる問題点／解決テー
マ抽出とHCDプロセスの関係に関する研究 9

19 人間情報デザイン 教授 石井 雅博 デザイン心理学の基礎と応用 10

20 人間情報デザイン 教授 吉田 和夫 組織活性化におけるVI (ビジュアル・アイデン
ティティ )の活用について 10

21 人間情報デザイン 准教授 柿山 浩一郎 学生のインタラクションに関する学びを誘発
するシミュレータを用いた教育実践 11

22 人間情報デザイン 准教授 張 浦華 高齢化社会に対応した生活道具の提案 11

23 人間情報デザイン 准教授 三谷 篤史 能動アート型コミュニケーションツールの改
良と効果検証 12

24 人間情報デザイン 講師 大渕 一博 学生支援を目的としたシステム開発と活用 12



2．看護学部

No 専門分野 職位 氏名 研究課題名 ページ

25 人間情報デザイン 講師 金 秀敬 「情報干渉」に着目したモノコト評価指標の構築 13

26 人間情報デザイン 講師 福田 大年 協創促進手法「クルクルスケッチ」の開発 13

27 人間情報デザイン 講師 松永 康佑 身体データに基づく模型表現研究テーマ 14

28 人間情報デザイン 助教 矢久保 空遥 複数の感覚にまたがる評価語の多様性と傾向 14

29 共通教育 教授 原 俊彦 地域社会の人口減少・少子高齢化に対する施策
の研究 15

30 共通教育 教授 町田 佳世子 英語の冠詞体系の構成要素と構造について 15

31 共通教育 准教授 松井 美穂 アメリカ南部文学研究 16

No 専門分野 職位 氏名 研究課題名 ページ

32 基礎看護学領域 教授 樋之津 淳子 看護コンソーシアムの開発研究 17

33 基礎看護学領域 教授 定廣 和香子 看護学教員のための「実習安全対策強化研修」
の開発 17

34 基礎看護学領域 准教授 大野 夏代 看護技術としてのマッサージ 18

35 基礎看護学領域 准教授 古都 昌子 子育てをしながら就業した看護職の経験と実
践への活用―看護管理者の語りから― 18

36 基礎看護学領域 講師 田中 広美 看護に関連した技術と学習に関する研究 19

37 基礎看護学領域 講師 檜山 明子 転倒予防看護に関する研究 19

38 小児看護学領域 教授 松浦 和代 モンゴル国におけるDDHハイリスク群への育
児指導 20

39 小児看護学領域 准教授 上村 浩太 小児看護OSCEに対する研修会ニーズ 20

40 小児看護学領域 講師 三上 智子 小児看護OSCE研修会開催後の結果とネット
ワークの活用にむけた調査 21

41 精神看護学領域 准教授 守村 洋 メンタルヘルスおよび自殺予防に関する研究 21

42 精神看護学領域 助手 星 幸江
札幌市の精神科長期入院患者の地域移行支援
に向けた看護師の連携のあり方～東京都井の
頭病院視察・地域移行／地域定着支援に係る懇
談会参加から～

22

43 母性看護学領域 教授 宮﨑 みち子 胎児の生きる権利に関する研究 22

44 母性看護学領域 准教授 渡邉 由加利 妊娠・育児期にある家族を力づける支援プログ
ラムの検討 23

45 母性看護学領域 講師 森川 由紀 生殖補助医療によって出産した女性の育児期
の体験 23



No 専門分野 職位 氏名 研究課題名 ページ

46 母性看護学領域 講師 山内 まゆみ
助産師の業務能力の実態調査－助産実践能力
習熟段階レベルⅢ認証制度開始後の助産師の
現状－

24

47 母性看護学領域 講師 山本 真由美 小児混合病棟の看護に関する管理的視点から
の検討－20年間の文献検討から－ 24

48 母性看護学領域 助教 石引 かずみ
マタニティケアシステムに関する研究  ～わ
が国における母子とその家族にとって安心・安
全・快適なマタニティケアシステムの構築を目
指して～

25

49 母性看護学領域 助手 大友 舞 妊婦の冷えに対する研究 25

50 看護管理学領域 教授 猪股 千代子 自然治癒力を惹起させる時空間・コミュニティ
の設計研究 26

51 看護管理学領域 講師 矢野 祐美子 看護質指標の活用と質改善 26

52 成人看護学領域 教授 小田 和美 生活習慣病とともに生きる人とその家族への
効果的な援助方法に関する研究 27

53 成人看護学領域 教授 川村 三希子 認知症を伴う高齢がん患者の疼痛アセスメン
トのプロセス 27

54 成人看護学領域 准教授 貝谷 敏子 創傷・オストミー・失禁領域に関するアウトカ
ム研究と医療経済分析 28

55 成人看護学領域 准教授 神島 滋子 施設における臨床看護師へ現任教育への介入
とその影響 28

56 成人看護学領域 准教授 菅原 美樹 わが国の専門看護師のコンピテンシーに関す
る文献検討 29

57 成人看護学領域 准教授 藤井 瑞恵 維持透析患者の生活上の課題 29

58 成人看護学領域 講師 工藤 京子 北海道における在宅酸素事業者の災害に対す
る対策と課題 30

59 成人看護学領域 講師 小坂 美智代 外来化学療法を受けるがん患者のセルフマネ
ジメントを支える看護に関する研究 30

60 成人看護学領域 助教 柏倉 大作 手術を受ける患者の栄養状態と術後合併症の
関連性と看護 31

61 地域看護学領域 講師 櫻井 繭子 産業保健活動の連携システムに関する研究 31

62 地域看護学領域 助教 近藤 圭子 高齢者の自己効力感と健康への意識に関する
研究 32

63 地域看護学領域 助教 田仲 里江 地域保健分野におけるソーシャル・キャピタル
に関する研究 32

64 在宅看護学領域 教授 菊地 ひろみ 新卒看護師の進路選択としての在宅看護に関
する研究 33

65 在宅看護学領域 助教 御厩 美登里 北海道内での訪問看護業務中の交通事故の実態 33

66 老年看護学領域 准教授 村松 真澄 北海道の過疎地域に在住する高齢者の生活実
態第一報 離島Ａの場合 34

67 老年看護学領域 講師 原井 美佳 中年期女性の尿失禁リスク要因解明と尿失禁
への対処行動促進に関する研究 34

68 老年看護学領域 助手 中田 亜由美 高齢者相互の健康支援基盤構築に関する研究 35
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