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Ⅳ　社会活動

１　地域貢献諸活動

　　１　地域貢献諸活動

　1）　受託研究一覧

研究課題 期間 概要 委託者

建設作業所における作業

員の空調服着用による作

業環境の改善効果評価と

熱ストレス評価ツールの

基礎的検討

平成28年6月27日
～9月30日

夏季の建設作業所で働く作業員を対象とした

空調服による暑熱環境の緩和効果を把握する

ために、温熱環境実測と人体エクセルギー収

支モデルによる熱ストレス評価ツールの検討

を行なった。

㈱竹中工務店

技術研究所

キウシト湿原植生調査研究
平成28年6月30日
～平成29年3月10日

希少な動植物の生息地である「キウシト湿

原」の植生状況等の調査を行い、当湿原を適

正に保全するための方法を検討することを目

的とした。

登別市

真駒内地域におけるリノ

ベーションまちづくりの手

法検討に関する研究業務

平成28年6月30日
～平成29年3月24日

「真駒内リノベーションまちづくり構想

（案）」の立案を通じて、空間資源を活用し

た公民連携型まちづくり手法の真駒内におけ

る可能性を検討することを目的とした。

札幌市

（まちづくり

政策局）

北海道産針葉樹材を活用

した新規木質部材開発

平成28年7月8日
～平成29年2月28日

木質病室ユニットのサンプル評価を行い、医

療従事者側からみた様々な課題を踏まえて製

品の改良を行なった。木質ユニットが患者の

健康面及び働き手に与える影孵などさらに踏

み込んだ研究を実施した。

㈱ハルキ

移住を促進する映像プロ

モーション手法に関する

調査・研究

平成28年7月14日
～平成29年3月20日

全国の移住PR映像について調査を行い、観光

PRビデオに終わらず、 移住へとつながるこ

とをコンセプトとした、札幌市の特色を生か

した移住PR映像を制作した。全国の移住を考

えている層や、新たな移住のニーズ層を掘り

起こすことで、札幌市の人口減少の緩和並び

に活性化を目的とした。

札幌市

（まちづくり

政策局）

多世代交流を促す遊びに

関する基礎的研究業務

平成28年7月14日
～平成29年3月24日

多世代交流を促す遊びの基礎的研究として、

伝承遊びの中からお手玉、あやとり、けん

玉、ヨーヨーの調査を行ない、伝承遊びに音

情報を付加することで、遊びの発展と交流を

促すプロトタイプモデル「オトポン」を制作

した。

札幌市

（子ども未来

局）

ホッキョクグマ・アザラ

シ館（仮称）およびゾウ

舎（仮称）のサイン計画

研究

平成28年8月3日
～平成29年2月28日

札幌市円山動物園の新施設ホッキョクグマ・

アザラシ館（仮称）、ゾウ舎（仮称）の飼育

展示・サイン計画のデザイン監修を目的に飼

育展示・サイン計画のグランドデザインを計

画した。

札幌市

（環境局）

「円山動物園の森」ビオ

トープの一般公開に向け

た基礎研究

平成28年8月3日
～平成29年2月28日

円山動物園の森で計画する一般公開に向け、

準備活動を行なった。

・他類似施設調査に基づくユニバーサルデザ

イン視点からの改善提案

・森内昆虫、植物の現状調査

・主要植物の種名版デザイン案作成

・森のガイドマップデザイン案作成

・子供向け昆虫イベントの支援

・動物園の森協議会再構築に向けての提言

札幌市

（環境局）
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　2）　共同研究（学外との連携）一覧

事業名 期間 概要 担当教員 共同研究者

該当なし

　3）　受託事業一覧

事業名 期間 概要 担当教員 委　託　者

該当なし

　　１　地域貢献諸活動

研究課題 期間 概要 委託者

新類人猿館の基本デザイ

ン研究

平成28年8月3日
～平成29年2月28日

積雪寒冷気候下で、熱帯に生息するオラン

ウータン及びシロテナガザルの生態に配慮し

た屋内施設デザインに関する提案及び、施設

全体のユニバーサルデザインに関する提案を

行った。

札幌市

（環境局）

平岡公園人工湿地・池に

係る植物生育等環境調査

研究

平成28年8月19日
～平成29年2月24日

人工湿地•池の生態系について、これまで5年
ごとに行われてきたモニタリングを継続し、順

応的な植生管理のための基礎的な情報を得た。

㈶札幌市公園

緑化協会

防水性を活用したクッ

ションに関する研究

平成28年12月16日
～平成29年3月24日

ウレタンの加工成形技術と、撥水性・防水塗

料のコーティング技術を用いた車椅子等に使

用するクッションの開発を目指し、その第一

段階として、撥水性・防汚性およびデザイン

性の効果を検証した。

フィールド・

クラブ㈱
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　　１　地域貢献諸活動

　4）　地域連携研究センターへの協力依頼一覧

事業名 依頼元 担当教員

敬老優待乗車証ICカード券面デザイン作成事業 札幌市（保健福祉局） 吉田　和夫

南区まちナカアート（自動販売機ラッピング） 札幌市（南区）
吉田　和夫

大渕　一博

市立札幌病院　ホスピタルアート 札幌市（病院局） 小宮 加容子

手造通（てあるとおり）プロジェクト 発寒商店街振興組合 山田　　良

三吉神社例大祭 札幌大通まちづくり㈱ 上遠野　敏

南区の魅力をPRするオリジナル商品開発事業 札幌市（南区） 大渕　一博

きょうされんイベントのデザイン制作 きょうされん北海道支部 福田　大年

南区オリジナルうちわの制作事業 札幌市（南区）
吉田　和夫

大渕　一博

Connekid！inそらのガーデン「たいようキラキラ花さか

キッズ」
札幌駅総合開発㈱ 小宮 加容子

「No Maps」インタラクティブ クリエイターセミナー
クリプトン・フューチャー・メディ

ア㈱
須之内 元洋

理容所・美容所衛生管理講習会の受講証デザイン 札幌市（保健福祉局） 小宮 加容子

南区の魅力をPRする啓発品製作事業 札幌市（南区） 大渕　一博

もりの仲間のさわやかクラブハツラツ介護予防 芸術の森地区社会福祉協議会 村松　真澄

もりの仲間のさわやかクラブハツラツ介護予防 芸術の森地区社会福祉協議会
坂東 奈穂美

小田　和美

札幌国際芸術祭2017NMAライブ・ビデオアーカイブ 札幌国際芸術祭実行委員会 須之内 元洋

札幌市えほん図書館開館100日前イベント 札幌市（教育委員会） 小宮 加容子

イラストデザイン制作業務 （一財）さっぽろ健康スポーツ財団 福田　大年

テニスパークへのシンボルとなるPR用水飲み場（平岸配

水池）
札幌市（水道局） 山田　　良

札幌市グリーンティングカード作成事業 札幌市（総務局） 大渕　一博

第7回ミニ大通お散歩まつり ミニ大通お散歩まつり実行委員会 村松　真澄

障害者差別解消法に係る周知用ポスターのデザイン作成

について
札幌市（保健福祉局） 松永　康佑

子どもの外遊びに関わるスタッフ育成講座③ファースト

エイド講座
NPO法人さっぽろAMスポーツクラブ

原井　美佳

坂東 奈穂美

「浮世絵師　歌川国芳展」ポスター制作に関わる宣伝事業 札幌芸術の森美術館 羽深　久夫

第22回　芸術の森地区文化祭 芸術の森地区連合会 羽深　久夫

琴似地区におけるSNRサービス検証WS AVCテクノロジー㈱ 柿山 浩一郎

積雪地域における遊び場のデザインプロジェクト NPO法人さっぽろAMスポーツクラブ
山田　　良

籔谷　祐介

藻岩下元気ハツラツ健康まつり 札幌市南区藻岩下地区連合会
近藤　圭子

坂東 奈穂美

北海道医療福祉産業研究会ロゴマークデザイン作成 北海道医療福祉産業研究会 吉田　和夫
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事業名 依頼元 担当教員

楽しく遊ぼう！札幌市立大学lab！オヘソ ハロウィン ㈱大丸松坂屋百貨店 小宮 加容子

ベロタクシーツアーMAPづくり NPO法人さっぽろAMスポーツクラブ 福田　大年

北海道アール・ブリュット2016 in 岩見沢
北海道アール・ブリュットネット

ワーク協議会
小宮 加容子

清田区誕生20周年記念ロゴマークデザインデータ化業務 札幌市（清田区） 吉田　和夫

札幌市　移住促進リーフレットのデザイン制作 札幌市（まちづくり政策局） 吉田　和夫

藻岩地区健康づくりふれあい交流会 藻岩地区社会福祉協議会　 菊地 ひろみ

チ・カ・ホ北2条広場子ども向けプログラミング体験ワー

クショップ

特定非営利活動法人

札幌市IT振興普及推進協議会
石田　勝也

特殊詐欺防止啓発ポスター制作事業 北海道コカ・コーラボトリング㈱ 大渕　一博

小規模事業者地域力活用新事業全国展開支援事業「アイ

ヌ文化を基軸としたインバウンド向け滞在型観光の新規

開発事業」

白老町 片山 めぐみ

平成28年度　町内会加入促進啓発事業 札幌市（市民文化局） 上遠野　敏

議会図書室特別展示 北海道議会事務局 小宮 加容子

東急百貨店札幌店　さっぽろ駅前保育園事業 ㈱東急百貨店 山田　　良
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　5）　高大連携

　

　　①　デザイン学部　第10回高大連携公開講座

開催日 高校名 受講生徒数 テーマ・科目名 担当教員

平成28年9月18日

北海道札幌旭丘高等学校

北海道札幌開成高等学校

北海道札幌清田高等学校

北海道札幌新川高等学校

北海道札幌平岸高等学校

北海道札幌藻岩高等学校

市立札幌開成中等教育学校

40名
様々なインターフェースを

使ったサウンドアンドビ

ジュアル空間の構築

石田　勝也

　　②　看護学部　高大連携講座

開催日・期間 高校名 受講生徒数 テーマ・科目名 担当教員

平成28年4月5日
～平成29年2月2日

北海道札幌旭丘高等学校

北海道札幌清田高等学校

北海道札幌新川高等学校

北海道札幌藻岩高等学校

北海道札幌平岸高等学校

北海道札幌開成高等学校

33名

7名 看護学原論

（講義・15時間）

◎定廣 和香子

　猪股 千代子

5名 地域保健学概論

（講義・15時間）

◎清水　光子

　河原田 まり子

7名 人間発達援助論

（演習・30時間）

◎山本　勝則

　松浦　和代

　小田　和美

　宮﨑 みち子

　村松　真澄

7名 チーム医療論

（講義・15時間）

◎坂東 奈穂美

　猪股 千代子

　矢野 祐美子

7名 国際看護学

（講義・15時間）

◎大野　夏代

　スーディ神崎 和代

◎印：科目責任者（オムニバス形式などの場合）

　　③　看護学部　模擬授業

開催日・期間 高校名 受講生徒数 テーマ・科目名 担当教員

平成28年9月19日

北海道札幌旭丘高等学校

市立札幌大通高等学校

北海道札幌新川高等学校

北海道札幌開成高等学校

北海道札幌平岸高等学校

北海道札幌清田高等学校

北海道札幌啓北商業高等学校

北海道札幌藻岩高等学校

132名

問う、聞く、確認する－心

の健康を支援するために
山本　勝則

症状からみる脳の不思議 神島　滋子

　　１　地域貢献諸活動
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　6）　高校出前講義

　

　デザイン学部

開催日 高校名 テーマ 担当教員

平成28年6月27日 北海道札幌厚別高等学校 3DCGにおけるキャラクター表現 松永　康佑

平成28年7月22日 北海道帯広緑陽高等学校 五感に響くデザイン環境とその効果 矢久保 空遥

平成28年8月30日 北海道旭川北高等学校
数学・色彩・感性～デザインと関わるアレ

コレ～
大渕　一博

平成28年11月2日 北海道札幌新川高等学校 北海道の建築 金子　晋也

平成28年11月8日 北海道札幌旭丘高等学校 身近なグラフィックデザイン 吉田　和夫

平成28年11月9日 北海道札幌清田高等学校 五感に響くデザイン表現とその効果 矢久保 空遥

平成28年12月8日、15
日、平成2 9年1月1 9
日、26日

北海道札幌手稲高等学校 人々に優しい生活道具のデザインを考えよう 張　　浦華

平成28年12月9日 北海道苫小牧東高等学校 これのどこがデザインと言える？ 金　　秀敬

　看護学部

開催日 高校名 テーマ 担当教員

平成28年6月27日 北海道札幌厚別高等学校 妊産婦死亡 宮﨑 みち子

平成28年7月14日 北海道室蘭清水丘高等学校 母性看護学 宮﨑 みち子

平成28年9月2日 北海道札幌新川高等学校 健康科学エリア スーディ神崎 和代

平成28年10月28日 北海道札幌藻岩高等学校 小児看護とプレパレーション 上村　浩太

平成28年11月2日 北海道札幌新川高等学校
人間にとっての排泄および排泄援助を考え

る－看護職として大切にしたいこと－
古都　昌子

　　１　地域貢献諸活動
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　7）　その他の地域貢献諸活動

　　１　地域貢献諸活動

　デザイン学部

教員名 内容 主催者 参加学生数 参加日・期間

蓮見　　孝 デザイン委員 東海旅客鉄道㈱
平成28年4月

～平成29年3月

城間　祥之

理事として、IT事業の普及事業等の選

定・決定

NPO法人「札幌ITフロン

ト」
平成28年6月25日

講演会参加／運営
札幌なにかかができる経

済人ネットワーク
4名 平成28年12月5日

上遠野　敏 炭鉱の記憶推進事業団運営委員 NPO炭鉱の記憶推進事業団

酒井　正幸

(福)北海道共同募金会広報企画委員会委員

長
(福)北海道共同募金

平成28年4月
～平成29年3月

理事長
（特非）北のユニバーサルデザ

イン協議会

平成28年4月
～平成29年3月

石井　雅博 幹事
視覚科学技術コンソーシ

アム
平成23年～

羽深　久夫

札幌市南区「こまおか夏祭り」実行委員

会　委員

札幌市南区「こまおか夏

祭り」実行委員会
平成28年4月～9月

南区花マップの作成（10,000部印刷し、

10連合町内会の回覧板に回覧した）平成

28年7月発行

札幌市南区花のよるまち

づくり連絡会
平成28年4月～9月

札幌市南区定山渓地区まちづくり協議会　

委員

札幌市南区定山渓地区ま

ちづくり協議会

平成28年4月
～平成29年3月

札幌市南区芸術の森地区まちづり推進会

議　特別委員

札幌市南区芸術の森地区

まちづり推進会議

平成28年4月
～平成29年3月

札幌市南区芸術の森地区「雪明かりの祭

典」実行委員会　委員

札幌市南区芸術の森地区

「雪明かりの祭典」実行

委員会

平成28年4月
～平成29年2月

札幌市南区石山地区まちづくり協議会　

委員（石山商店街振興組合理事として）

札幌市南区石山地区まち

づくり協議会

平成28年4月
～平成29年3月

芸術の森フラワーロードに花を咲かせる

会　会員

芸術の森フラワーロード

に花を咲かせる会

平成28年4月
～平成29年3月

北海道中小企業家同友会札幌支部南地区

会　会員
北海道中小企業家同友会

平成28年4月
～平成29年3月

札幌市南区商店街連絡協議会　会員
札幌市南区商店街連絡協

議会

平成28年4月
～平成29年3月

芸術の森地区文化祭実行委員会　委員 芸術の森地区連合会

町田佳世子

北海道・東北ブロック研究会ヤングスピー

チコンテスト運営
BPW苫小牧アソシエーツ 平成28年11月5日

ファシリテーターの基本スキルに関する

講演会企画・実施
BPW札幌クラブ 平成28年11月15日

内閣府共催事業　国・地方連携会議ネッ

トワークを活用した男女共同参画推進事

業企画・運営

BPW札幌クラブ・特定非

営利活動法人日本BPW連

合会

平成28年11月19日

矢部　和夫 湿原再生のアドバイザーとしての役割 （特非）フラット南幌
平成28年4月

～平成29年3月
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教員名 内容 主催者 参加学生数 参加日・期間

矢部　和夫

道内の自然を守る活動（常務理事） （一社）北海道自然保護協会
平成28年4月

～平成29年3月

湿原植生のアドバイザーとしての役割 （特非）キウシト湿原の会 1名 平成28年4月
～平成29年3月

湿原を守る活動（副理事長） （一社）湿原研究所 2名 平成28年4月
～平成29年3月

陶芸を中心とする物づくり体験、自然体

験や食育に関する事業を行う（理事）
（特非）風の村学舎 1名 平成28年4月

～平成29年3月

吉田　和夫

自動販売機ラッピングデザインに関わる

地域住民とのワークショップ及びデザイ

ン制作（参加学生7名）

札幌市（南区） 7名 ～平成28年6月

敬老優待乗車証ICカードデザイン 札幌市（保健福祉局） 7名 平成28年5月～8月

南区オリジナルうちわの制作事業 札幌市（南区） 平成28年6月

シンボルマークデザイン作成
北海道医療福祉産業研究

会
10名 平成28年6月～11月

「ペレットストーブ」ブランディング活

動産学連携開発協力事業
㈱ふじ研究所 8名 平成28年11月

～平成29年3月

札幌市移住促進リーフレットのデザイン

制作

札幌市

（まちづくり政策局）
1名 平成28年12月

～平成29年1月

清田区誕生20周年記念ロゴマークデザイ

ンデータ化業務
札幌市（清田区） 1名 平成28年12月

～平成29年3月

斉藤　雅也

建築環境分野　専門委員 
北海道トップランナー

ネットワーク構築会議

（HTNC）

平成28年4月
～平成29年3月

[トークショー]さっぽろ垂氷まつり  in 
summer　つららと住まう北の建築

S I A F ラボ（ S a p p o r o 
I n t e r n a t i o n a l  A r t 
Festival)

1名 平成28年8月27日

[レクチャー・講評・関連パネル展示 ]　
さっぽろ垂氷まつり　つらら建築ハッカ

ソン

S I A F ラボ（ S a p p o r o 
I n t e r n a t i o n a l  A r t 
Festival)

平成29年2月5日

武田　亘明

web・ドメイン・サーバ管理、運営・外

部対応などに関する活動

情報と教育フォーラム

「オンコの木」

平成28年4月
～平成29年3月

web・ドメイン・サーバ管理、運営・外

部対応などに関する活動

ハ イ パ ー 風 土 記 札 幌

InterCityOroppas運営委

員会

平成28年4月
～平成29年3月

web・ドメイン・サーバ管理、運営・外

部対応などに関する活動

ネットワークコミュニ

ティフォーラム事務局

平成28年4月
～平成29年3月

理事。会運営に関する活動
北海道高齢者ハートフル共

同住宅・地域ケア協議会

平成28年4月
～平成29年3月

副会長、北海道支部長。web・ドメイン管

理およびメディア教育に関する情報交流

教育とコンピュータ利用

研究会

平成28年4月
～平成29年3月

代表。障害者就労支援、人材育成支援お

よびメディア戦略検討プロジェクト等の

主催

北海道企画デザイン研究

会
6名 平成28年4月

～平成29年3月

三谷　篤史

メカトロ積み木等の展示活動
青少年のための科学の祭

典in北海道
2名 平成28年7月17日

道内の学生を対象としたロボコンの実

施・運営

ロボット・トライアスロ

ン運営委員会
7名 平成28年9月25日
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教員名 内容 主催者 参加学生数 参加日・期間

三谷　篤史 大学生による科学教室の実施 札幌市青少年科学館 3名 平成29年2月11日

山田　　良
クラフト通り企画・運営・ディレクション 発寒地区商店街 5名 平成28年4月～10月

ゆきあかりイベント・ディレクション 関口雄輝美術館 5名 平成29年1月

石田　勝也 広報活動支援（ウェブ） 簾舞まちづくりセンター
平成28年4月

～平成29年3月

大渕　一博

自動販売機ラッピングデザイン制作指導等
北海道コカ・コーラボト

リング
7名 平成28年4月～10月

オリジナル商品（ストラップ・熊ベル）

制作指導等
滝野すずらん公園 1名 平成28年5月～6月

南区PRグッズ（うちわ・エコバッグ・手

ぬぐい）のデザイン制作指導等
札幌市（南区） 7/1/3名 平成28年6月、7

月、平成29年3月

特殊詐欺防止啓発ポスターデザイン制作

指導等
北海道警察 5名 平成28年12月

～平成29年3月

片山めぐみ

あいの里地域のまちづくりワークショッ

プ開催
(福)悠生会 平成28年4月～6月

住民参加による地域交流拠点の企画と改

修デザイン
㈱グロリアホーム 平成28年4月～8月

アイヌ文化を基軸としたインバウンド向

け滞在型観光の新規開発事業
白老町

平成28年10月
～平成29年3月

小宮加容子

市立札幌病院ホスピタルアートの提案 札幌市立病院 7名 平成28年5月6日
～平成29年3月31日

子ども向け遊びイベント「コネキッド

2016 in そらのガーデン「たいようキラ

キラ花さかキッズ」」の実施

札幌駅前総合㈱ 28名 平成28年6月17日
～8月6日

札幌市えほん図書館開館100日イベント

の実施

札幌市教育委員会中央図

書館
4名 平成28年7月26日

～30日

アートワークショップの実施
北海道アール・ブリュッ

トネットワーク協議会
8名 平成28年10月8日

～13日

子ども向け遊びイベント「楽しく遊ぼ

う！札幌市立大学あそびlab!オヘソ　ハ

ロウィンイベント」の実施

㈱大丸松坂屋百貨店大丸

札幌店
12名 平成28年10月12日

～31日

金子　晋也

羽幌町地域おこし協力隊の活動支援 羽幌町地域おこし協力隊
平成28年8月6日

～7日

地域包括ケアシステムに関する支援 京極町 平成28年9月13日

赤レンガ庁舎の活用を考えるワーク

ショップ
乃村工藝社 平成28年10月9日

ふれあいの家での高齢者イベント参加、

交流

台町高齢者を支援するボ

ランティアの会
4名 平成29年2月17日

ストリートファニチャーに関する支援 札幌市（建設局） 平成29年2月22日
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　看護学部

教員名 内容 主催者 参加学生数 参加日・期間

松浦　和代 メカトロ積み木等の展示活動 青少年科学館 平成28年7月1日

宮﨑みち子

外部顧問として運営に従事 ゆいネット北海道
平成28年4月

～平成29年3月

運営委員
性暴力被害者支援セン

ター北海道

平成28年4月
～平成29年3月

猪股千代子

難病患者と家族のための統合医療ケア
ハマナス音楽＆看護療法

研究会

平成28年5月20日、

7月8日、10月7日、

11月11日、平成29
年2月3日

全人的健康と統合医療ケアの理論と実践

法の学習
北海道統合医療研究会

平成28年6月12日、

8月28日、11月13
日、平成29年2月26
日

「病院で働く看護職員の心の健康セルフ

ケア研修のアウトカム」研究

病院で働く看護職員の心

の健康セルフケア研修の

アウトカム」研究代表者

平成28年6月14日、

22日、7月6日、21
日、8月3日、19
日、9月9日、29日

小田　和美

もりの仲間さわやかクラブ ハツラツ介護

予防　健康チェック等

芸術の森地区社会福祉協

議会・福祉のまち推進セ

ンター

平成28年8月26日

南区健康まつり企画、運営（実行委員） 札幌市南区 平成28年9月29日

まこまち2016　健康チェック等 札幌市南区 平成28年11月12日

川村三希子

がん患者と家族に対する緩和ケア病棟見

学会

（特非）市民と共に創るホスピ

スケアの会

平成28年6月2日、

10月26日

がん患者に対して地下歩行空間でがん相

談を実施

（特非）市民と共に創るホスピ

スケアの会
平成28年7月10日

がん患者に対してリンパ浮腫予防の講義

と演習を実施

（特非）市民と共に創るホスピ

スケアの会
平成28年9月10日

札幌市内のホスピスに従事する医療者の

研修会企画運営

札幌ホスピス緩和ケア

ネットワーク
平成28年12月2日

大野　夏代

看護師によるマッサージボランティア活動
手稲渓仁会病院ボラン

ティア

平成28年5月20日、

6月24日、7月22
日、29日、9月16
日、10月7日、21
日、11月25日、12
月2日、平成29年1
月13日、2月10日、

3月10日

医療通訳 （特非）エスニコ

平成28年10月15
日、平成29年2月11
日

神島　滋子 アンケート調査などに関する相談など
高次脳機能障害友の会コ

ロポックル

平成28年6月
～平成29年3月

菊地ひろみ 幹事
札幌ホスピス緩和ケア

ネットワーク
平成28年5月

　　１　地域貢献諸活動
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　教育支援プロジェクトセンター

教員名 内容 主催者 参加学生数 参加日・期間

籔谷　祐介
積雪地域における遊び場のデザインプロ

ジェクト

NPO法人さっぽろAMス

ポーツクラブ
14名 平成28年10月8日、

9日

教員名 内容 主催者 参加学生数 参加日・期間

村松　真澄

口腔ケア及び健口体操の体験コーナー

芸術の森地区社会福祉協

議会ふくしの町推進セン

ター委員会

4名 平成28年8月26日

こころとからだの健康のお話に耳を傾け

てみませんか？、と子ども達への歯の健

康のクイズや人形劇

ミニ大通りお散歩まつり

実行委員会
19名 平成28年9月11日

オレンジカフェのお手伝い
(福)愛全会特別養護老人

ホームサン・グレイス
5名 平成28年9月14日

健康セミナー、3つのブースを設け、生協

の宅配食展示や栄養補助食品・介護食の

展示、健口体操の指導

南区区役所 13名 平成28年9月29日

セミナー歯輝歯輝 （特非）炭鉱の記憶推進事業団 4名 平成28年10月29日

食支援、最期まで食べられる口づくりを

目指してのボランティア
日本口腔看護研究会 4名 平成28年11月5日

食支援アート　－看護技術（アート）と

してのスプーンテクニックの可視化がで

きるか－の野ボランティア

アートミーツケア学会 3名 平成28年11月6日

渡邉由加利

性暴力被害者支援センター北海道　運営

委員
（特非）ゆいねっと北海道

平成28年4月
～平成29年3月

「おしゃべりサロン」夫婦会議で夫婦の

強みを発見！
渡邉主催 平成28年9月4日

健康フェスタ 札幌市中央区保健センター 平成28年10月8日

工藤　京子

役員会出席、医療講演会の企画と運営、

会報誌発行の補助、総会の司会、関係者

への挨拶まわり

北海道低肺の会

（患者団体）

平成28年4月
～平成29年3月

原井　美佳 ボランティア（受付業務）
アートミーツケア学会

 2016年度総会　
平成28年11月6日

藤井　瑞惠

医療講座「糖尿病の基礎知識と糖尿病予

防」の企画・実施支援
札幌中央図書館 3名 平成28年9月4日

食育ネットワーク委員 札幌市（保健福祉局） 平成29年2月21日

近藤　圭子

桑園地区の地域行事への学生ボランティ

ア協力の引率・支援（大運動会）
桑園地区連合町内会 10名 平成28年9月4日

桑園地区の地域行事への学生ボランティ

ア協力の引率・支援（文化祭）
桑園地区連合町内会 11名 平成28年10月16日

田仲　里江
桑園地区のまちづくりセンターでの行事

に学生と参加

桑園児童会館、

青少年育成員会共催
11名 平成29年1月28日

御厩美登里 事務局担当
北海道ホームヘルスケア

研究会

平成28年4月
～平成29年3月
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　8）　マスメディアへの掲載

　デザイン学部

教　員　名 内容 掲載媒体 掲載日

上遠野　敏

私に好きなこの一本「ストリート・オブ・クロ

コダイル」
O.tone 平成28年8月5日

地域の誇りアートで伝承　旧奔別で野外展　あ

すから写真、動物パネル展示
北海道新聞 平成28年9月30日

芸術で再生　炭鉱の記憶　三笠　旧住友奔別炭

鉱などで野外展
北海道新聞 平成28年10月3日

炭鉱遺産　アートで光る　旧住友奔別炭鉱「保

存につなげる機会に」　札幌市立大学生の作品

7点展示

毎日新聞 平成28年10月13日

中原　　宏

区新聞103号（南区新聞）真駒内駅直結の文化

ホールを
北海道新聞 平成28年9月27日

冬季五輪・パラ誘致　魅力、影響　大学の視点で 北海道新聞 平成29年2月18日

羽深　久夫

ハイブリッドな貴婦人　豊平館

JR北海道車内誌

（The JR Hokkaido 
No.343,pp.5-10）

平成28年9月1日

築108年　旧山口邸調査 苫小牧民報 平成28年10月15日

古民家再生2例目　山口家住宅 北海道新聞 平成28年10月18日

豊平館　よく見れば非対称 北海道新聞 平成29年1月18日

原　　俊彦

65歳以上の割合最速で増 北海道新聞 平成28年4月18日

札幌の人口まもなく減るの？ 北海道新聞 平成28年9月8日

就労機会の拡充や敬老パスの見直しも 北海道新聞 平成28年12月8日

基本方針方向性まとめる 介護新聞 平成28年12月15日

月曜討論　高齢者の定義「75歳以上に」 北海道新聞 平成29年2月20日

吉田　和夫

南区～自販機ラッピング～（4分程度） JCOM 平成28年10月4日

南区～自販機ラッピング～ 北海道新聞 平成28年10月4日

敬老パス来春にICカード化 北海道新聞 平成28年12月15日

柿山浩一郎

コトニ元気プロジェクト始動 北海道新聞　西区新聞 平成28年5月31日

札幌市立大など、健康データのクラウド管理を

実験
日本経済新聞 平成28年7月15日

「地域創生」研究地に　札幌市立大と商工会が

連携
室蘭民報社 平成28年10月26日

雪上走行対応のパーソナルモビリティー開発へ 日刊工業新聞全国版 平成28年11月24日

冬の炎 ポスターも熱く　市民ギャラリー　12
日まで作品展

北海道新聞 平成29年2月9日

斉藤　雅也

夏でも冬でも快適生活　北海道で過ごす毎日 北海道新聞 平成28年5月28日

冬の室内での乾きをどのように防ぐか
AIR-G' FM北海道 80.4 
brilliant days 平成28年12月1日

張　　浦華
冬の炎 ポスターも熱く　市民ギャラリー　12
日まで作品展

北海道新聞 平成29年2月9日

三谷　篤史
札幌ふるさと再発見～札幌市立大学の取り組み STV 平成28年9月24日

デイリーニュース JCOM 平成29年2月17日
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　看護学部

教　員　名 内容 掲載媒体 掲載日

松浦　和代

森町の製材会社、札幌市立大などと連携 病室

の壁に木を使って
北海道新聞 平成29年1月18日

木の香りで安らぎを　道産木材使った病室好評　

森町の業者と札幌市大が連携
毎日新聞 平成29年1月30日

病室内装に動産木材を「プロジェクト」が成果

発表
北海道新聞 平成29年1月31日

病院に木のぬくもりを　道南杉活用　病室ユ

ニット考案
北海道医療新聞 平成29年2月3日

ハルキ　道南スギ有効利用へ　大型家具の病室

ユニット開発
北海道建設新聞 平成29年2月9日

道産材　ぬくもり病室でも　森の業者　札幌市

立大などと内装材開発
朝日新聞 平成29年3月4日

川村三希子
がんを防ごう　「街なかカフェ」市民に情報提

供
北海道新聞 平成28年7月17日

教　員　名 内容 掲載媒体 掲載日

山田　　良

北海道立近代美術館／海抜ゼロメートル／石狩

低地帯
ARCHIDAILY 平成28年6月

北海道立近代美術館／海抜ゼロメートル／石狩

低地帯
北海道新聞 平成28年6月

大渕　一博

滝野すずらん公園ストラップ 北海道新聞 平成28年6月2日

自販機ラッピング 北海道新聞 平成28年10月4日

2017 冬季アジア札幌大会 参加記念メダル制作 北海道新聞 平成28年11月17日

札幌市長グリーティングカード制作 札幌市Webサイト 平成28年12月19日

南区まちなかアート（南区をイメージした手ぬ

ぐい展）
北海道新聞 平成29年2月21日

片山めぐみ

有休施設を交流場所に－日高　活用考える講演会 北海道新聞 平成28年5月19日

まちづくりの拠点に地域交流室活用を－札幌・

特養白ゆりあいの里が「お茶の間会議」－町内

会、住民、大学生らが意見交換

北海道新聞 平成28年6月16日

地域活性化の拠点に－日高・富川グロリアホー

ム－有休施設で催し続々
北海道新聞 平成28年8月10日

小宮加容子

感性育みキッズデザイン賞　札市大「とうめい

おえかき」
北海道新聞 平成28年10月22日

アール・ブリュットフォーラム障がい者の力を

活かそう
プレス空知 平成28年11月16日

アールブリュット2016　障がい者の個性豊かな

作品
北海道新聞 平成28年11月18日

市立大生考案　心に残る木のおもちゃ 北海道新聞 平成29年2月7日

木のおもちゃ　札幌市立大生考案 北海道新聞（旭川版） 平成29年2月17日

須之内元洋
インターネット空間からアートプロジェクトの

アーカイブを見る

アーツカウンシル東京・広

報媒体
平成29年3月

福田　大年 広告時評（全4回） アド道新 平成28年5月～

松永　康佑
リズムに乗って手話ゲーム−札幌市大が開発、

ジェスチャー認識デバイスで採点
日刊工業新聞 平成29年3月31日
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教　員　名 内容 掲載媒体 掲載日

上村　浩太

ACU　まなびシェアキッズワークショップ

2016 北海道テレビHTBイチオシ 平成28年11月23日

森町の製材会社、札幌市立大などと連携「病室

の壁に木を使って」
北海道新聞 平成29年1月18日

道産木材　木の香りで安らぎを　道産木材使っ

た病室好評　森町の業者と札幌市大が連携
毎日新聞 平成29年1月30日

病室内装に道産木材を　「プロジェクト」が成

果発表
北海道新聞 平成29年1月31日

病院に木のぬくもりを　道南杉活用　病室ユ

ニット考案
北海道医療新聞 平成29年2月3日

ハルキ　道南スギ有効利用へ　大型家具の病室

ユニット開発
北海道建設新聞 平成29年2月9日

道産材　ぬくもり病室でも　森の業者　札幌市

立大などと内装材開発
朝日新聞 平成29年3月4日

村松　真澄

もりの時間で札幌市立大学看護学部地域交流ボ

ランティア同好会actの活動紹介学生と一緒に

出演（ミニ大通りお散歩まつり）

ラジオカロスサッポロ 平成28年8月29日

日本歯科産業学会会報No.54 日本歯科産業学会会報

No.54 平成28年9月

三上　智子

森町の製材会社、札幌市立大などと連携　病室

の壁に木を使って
北海道新聞 平成29年1月18日

木の香りで安らぎを　道産木材使った病室好評　

森町の業者と札幌市大が連携
毎日新聞 平成29年1月30日

病室内装に動産木材を「プロジェクト」が成果

発表
北海道新聞 平成29年1月31日

病院に木のぬくもりを　道南杉活用　病室ユ

ニット考案
北海道医療新聞 平成29年2月3日

ハルキ　道南スギ有効利用へ　大型家具の病室

ユニット開発
北海道建設新聞 平成29年2月9日

道産材　ぬくもり病室でも　森の業者　札幌市

立大などと内装材開発
朝日新聞 平成29年3月4日

田仲　里江

＜がんを防ごう　子宮頸がん　どう身を守る＞

中＊若者の検診＊抵抗感薄め受診促す
北海道新聞 平成28年4月13日

＜学びing＞受診率向上へ「未来を守ろうプロ

ジェクト」3年目＊子宮頸がん検診　学生が啓

発に力＊冊子作製、ツイッター活用…＊日ハム

戦で自作映像も

北海道新聞 平成28年6月28日

＜がんを防ごう＞昼食ついでに子宮頸がん検診

を＊札幌の学生グループがマップ作成
北海道新聞 平成28年7月20日

札幌市がん対策推進プランのキックオフイベント 北海道新聞 平成29年3月15日

御厩美登里 「受けたい医療　事前指示書で」 北海道新聞 平成28年5月11日

　　１　地域貢献諸活動

　教育支援プロジェクトセンター

教　員　名 内容 掲載媒体 掲載日

籔 谷 祐 介

主役も客も結城紬 結城で結婚披露宴 茨城新聞 平成28年5月22日

やぐら覆う大風呂敷製作 北海道新聞 平成28年8月3日

芸術の森地区社協シンボルマーク 北海道新聞 平成28年12月27日
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　　２　公開講座開催実績

２　公開講座開催実績

　1）　札幌市立大学主催

開催日 タイトル 講師／企画 受講者数(名)

平成28年4月10日 COC事業・SCUまちの教室公開講座

ロボット競技会講習会①
三谷　篤史（デザイン学部） 11

平成28年4月24日 COC事業・SCUまちの教室公開講座

ロボット競技会講習会②
三谷　篤史（デザイン学部） 19

平成28年5月15日 COC事業・SCUまちの教室公開講座

ロボット競技会講習会③
三谷　篤史（デザイン学部） 23

平成28年5月29日 COC事業・SCUまちの教室公開講座

ロボット競技会講習会④
三谷　篤史（デザイン学部） 10

平成28年6月4日 COC事業・SCUまちの教室公開講座

エドウィン・ダンと真駒内のまち①

園家　廣子（エドウィン・ダン記念館　

説明員）
31

平成28年6月11日 COC事業・SCUまちの教室公開講座

エドウィン・ダンと真駒内のまち②
中原　　宏（デザイン学部） 26

平成28年6月11日 訪問看護スキルアップ講座　2016① 村松　真澄（看護学部）

菊地 ひろみ（看護学部）
37

平成28年6月19日 COC事業・SCUまちの教室公開講座

ロボット競技会講習会⑤
三谷　篤史（デザイン学部） 25

平成28年6月25日 COC事業・SCUまちの教室公開講座

エドウィン・ダンと真駒内のまち③
中原　　宏（デザイン学部） 9

平成28年6月25日 COC事業・SCUまちの教室公開講座

親子メカトロ教室「走れ！ロボットカー」

三谷　篤史（デザイン学部）

花島　直彦・梶原　秀一（室蘭工業大

学）

江丸　貴紀（北海道大学）

30

平成28年7月1日 ナースだって癒されたい－自分を大切にする

心のケア体験研修

猪股 千代子（看護学部）

大野　夏代（看護学部）

大瀧　真美（ヨガ療法士）

12

平成28年7月3日 COC事業・SCUまちの教室公開講座

立体お面工作スタジオ①

石井　雅博（デザイン学部）

松永　康佑（デザイン学部）
6

平成28年7月3日 COC事業・SCUまちの教室公開講座

立体お面工作スタジオ②

石井　雅博（デザイン学部）

松永　康佑（デザイン学部）
6

平成28年7月17日
・18日

COC事業・SCUまちの教室公開講座

ロボット競技会講習会⑥
三谷　篤史（デザイン学部） 10

平成28年7月23日 COC事業・SCUまちの教室公開講座

昆虫のデザイン
酒井　正幸（デザイン学部） 15

平成28年7月26日 「気持ち良い体験」をしよう～呼吸法・マッ

サージによる医療者のセルフケアのススメ～

大野　夏代（看護学部）

山本　勝則（看護学部）

鶴木　恭子（天使大学）

山本 礼美子（看護師）

38

平成28年7月28日 伝えよう「気持ち良い体験」をしよう～他者

に行う呼吸法・マッサージ～

大野　夏代（看護学部）

山本　勝則（看護学部）

鶴木　恭子（天使大学）

山本 礼美子（看護師）

19

平成28年7月30日 事前指示書の意味と書き方
スーディ神崎 和代（看護学部）

／御厩 美登里（看護学部）
21
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開催日 タイトル 講師／企画 受講者数(名)

平成28年8月2日
COC事業・SCUまちの教室公開講座

まちの健康応援室ミニ出張講座①

～助産学専攻科教員によるミニ講座～

山本 真由美（看護学部） 7

平成28年8月21日 COC事業・SCUまちの教室公開講座

ロボット競技会講習会⑦
三谷　篤史（デザイン学部） 10

平成28年8月27日 COC事業・SCUまちの教室公開講座

デザイン・アートと数学①

大渕　一博（デザイン学部）

松永　康佑（デザイン学部）
8

平成28年9月3日 COC事業・SCUまちの教室公開講座

デザイン・アートと数学②

大渕　一博（デザイン学部）

松永　康佑（デザイン学部）
6

平成28年9月22日 COC事業・SCUまちの教室公開講座

ロボット競技会講習会⑧
三谷　篤史（デザイン学部） 11

平成28年10月1日 COC事業・SCUまちの教室公開講座

オリンピック・パラリンピックと都市計画
中原　　宏（デザイン学部） 26

平成28年10月2日 COC事業・SCUまちの教室公開講座

ロボット競技会講習会⑨
三谷　篤史（デザイン学部） 13

平成28年10月21日 COC事業・SCUまちの教室公開講座

健康づくりを市民と共に
近藤　圭子（デザイン学部） 9

平成28年10月23日 COC事業・SCUまちの教室公開講座

ロボット競技会講習会⑩
三谷　篤史（デザイン学部） 20

平成28年10月30日
COC事業・SCUまちの教室公開講座

「在宅医療」知っていますか？

家で最期まで療養したい人に①

中田 亜由美（看護学部）

市原　美穂（全国ホームホスピス協会）
27

平成28年11月4日
COC事業・SCUまちの教室公開講座

札幌オリンピック・パラリンピック招致に向

けて

酒井　正幸（デザイン学部） 17

平成28年11月6日 COC事業・SCUまちの教室公開講座

ロボット競技会講習会⑪
三谷　篤史（デザイン学部） 17

平成28年11月12日 COC事業・SCUまちの教室公開講座

団地再生の最前線
山田　信博（デザイン学部） 17

平成28年11月12日 訪問看護スキルアップ講座　2016② スーディ神崎 和代（看護学部）

／菊地 ひろみ（看護学部）
62

平成28年11月12日 COC事業・SCUまちの教室公開講座

私の脳は大丈夫？
神島　滋子（看護学部） 16

平成28年11月13日 パフェ評論家　斧屋が語る

「札幌シメパフェ学」

斧屋（パフェ評論家）

福田　大年（デザイン学部）
62

平成28年11月19日 COC事業・SCUまちの教室公開講座

認知症～みんなで一緒に考えよう～①
近藤　圭子（デザイン学部） 10

平成28年11月20日 COC事業・SCUまちの教室公開講座

ロボット競技会講習会⑫
三谷　篤史（デザイン学部） 15

平成28年12月4日
COC事業・SCUまちの教室公開講座

「在宅医療」知っていますか？

家で最期まで療養したい人に②

中田 亜由美（看護学部）

秋山　正子（東京都暮らしの保健室）
19

平成28年12月10日 COC事業・SCUまちの教室公開講座

丈夫な骨を作ろう！
原井　美佳（デザイン学部） 4

平成28年12月17日 COC事業・SCUまちの教室公開講座

パリの街とデザイン
安齋　利典（デザイン学部） 14

平成28年12月17日 COC事業・SCUまちの教室公開講座

初心者のための中国語講座

酒井　正幸（デザイン学部）

張　　浦華（デザイン学部）
14



－ 96 －

社会活動Ⅳ

  

　　２　公開講座開催実績

開催日 タイトル 講師／企画 受講者数(名)

平成28年12月21日
COC事業・SCUまちの教室公開講座

まちの健康応援室ミニ出張講座②

～助産学専攻科教員によるミニ講座～

森川　由紀（看護学部） 5

平成29年1月7日 COC事業・SCUまちの教室公開講座

冬のメカトロ講座
三谷　篤史（デザイン学部） 10

平成29年1月28日 クリエイティブ・コーディング・スクールin
さっぽろ2017① 田所　　淳（東京芸術大学） 17

平成29年2月5日 クリエイティブ・コーディング・スクールin
さっぽろ2017② 石田　勝也（デザイン学部） 8

平成29年2月12日
COC事業・SCUまちの教室公開講座

「在宅医療」知っていますか？

家で最期まで療養したい人に③

中田 亜由美（看護学部） 25

平成29年2月14日
COC事業・SCUまちの教室公開講座

まちの健康応援室ミニ出張講座③

～助産学専攻科教員によるミニ講座～

石引 かずみ（看護学部） 10

平成29年2月26日 COC事業・SCUまちの教室公開講座

真駒内のエリアリノベーションを考える

籔谷　祐介（教育支援プロジェクトセ

ンター）
83

平成29年2月26日 COC事業・SCUまちの教室公開講座

ロボット競技会講習会⑬
三谷　篤史（デザイン学部） 10

平成29年3月11日 COC事業・SCUまちの教室公開講座

こころの健康講座
守村　　洋（看護学部） 5

平成29年3月19日 COC事業・SCUまちの教室公開講座

ロボット競技会講習会⑭
三谷　篤史（デザイン学部） 10

平成29年3月19日 COC事業・SCUまちの教室公開講座

ロボット競技会講習会⑮
三谷　篤史（デザイン学部） 10

平成29年3月19日 COC事業・SCUまちの教室公開講座

ロボット競技会講習会⑯
三谷　篤史（デザイン学部） 23

平成29年3月23日
COC事業・SCUまちの教室公開講座

ウェルネス・ハピネスを高める

地域医療×まちづくり

斉藤　雅也（デザイン学部）

紅谷　浩之（福井市オレンジホームケ

アクリニック）

46

　2）　共催講座：「さっぽろ市民カレッジ」連携講座

開催日 タイトル 講師／企画 受講者数(名)

平成28年7月19日 札幌市の文化財建造物をたどる＜夏＞

～豊平館～

羽深　久夫（デザイン学部）

松岡　洋一（札幌市市民文化局文化部

文化財課文化財　保護指導員）

18

平成28年7月26日 札幌市の文化財建造物をたどる＜夏＞

～豊平館～

羽深　久夫（デザイン学部）

松岡　洋一（札幌市市民文化局文化部

文化財課文化財　保護指導員）

18

平成28年10月18日 札幌の文化財建造物をたどる＜秋＞

～創成川イースト協会～

羽深　久夫（デザイン学部）

松岡　洋一（札幌市市民文化局文化部

文化財課文化財　保護指導員）

32

平成28年10月25日 札幌の文化財建造物をたどる＜秋＞

～千歳鶴、二条市場周辺～

羽深　久夫（デザイン学部）

松岡　洋一（札幌市市民文化局文化部

文化財課文化財　保護指導員）

32

平成29年2月28日 札幌の文化財建造物探訪〈冬〉

～赤レンガ～

羽深　久夫（デザイン学部）

松岡　洋一（札幌市市民文化局文化部

文化財課文化財　保護指導員）

18
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　3）　共催講座：「知活（ちいき）ゼミナール」

開催日 タイトル 講師／企画 受講者数(名)

平成28年10月15日 心と体の健康「樹木の香りを利用する」「認

知症について、予防の観点から」

近藤　圭子（看護学部）

脇田　陽一（道総研林業試験場）

コーディネーター：小田　和美（看護

学部）

50

　　２　公開講座開催実績

開催日 タイトル 講師／企画 受講者数(名)

平成29年3月7日 札幌の文化財建造物探訪〈冬〉

～時計台～

羽深　久夫（デザイン学部）

松岡　洋一（札幌市市民文化局文化部

文化財課文化財　保護指導員）

21
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　　３　国・自治体審議会等への就任状況

３　国・自治体審議会等への就任状況

　デザイン学部

教員名 名称／役職 自治体名・主催団体名

蓮 見 　 　 孝

SAPPOROショートフェスト実行委員会／顧問 SAPPOROショートフェスト実行委員会

茨城県総合計画審議会／副会長 茨城県

冬季アジア札幌大会+AND特別コラボレーション展／

委員
ANBD協会

No Maps実行委員会／顧問 No Maps準備委員会

札幌国際芸術祭実行委員会／委員（副会長） 札幌市（観光文化局）

第85回土浦全国花火競技大会／審査委員 土浦全国花火競技大会実行委員会

「いばらきデザインセレクション2016」審査委員会／

委員長
茨城県

茨城県まち・ひと・しごと創生会議／委員長 茨城県

アイヌ文化を発信する空間　基本設計業務及び展示計

画案作成業務実行委員会／委員長
札幌市（市民文化局）

アイヌ文化を発信する空間検討会議／委員長 札幌市（市民文化局）

羽鳥駅東口拠点整備検討委員会／委員長 茨城県小美玉市

いばらぎイメージアップ大賞実行委員会／委員 いばらぎイメージアップ大賞実行委員会

HOKKAIDO DESIEN AWARD 2016審査／審査員 ㈱北海道日建設計

地（知）の拠点大学による地方創生推進事業（COCプ

ラス）「茨城と向き合い茨城に根ざし、未来を育む地

域協創人材養成事業」アドバイザリーボード／委員

茨城大学

茨城県地方創生事業効果検証委員会／委員長 茨城県

南北線コンコース整備委員会／委員長 札幌市

細 谷 　 多 聞

冬季アジア札幌大会+ANBD特別コラボレーション展

／委員
ANBD協会

札幌スタイルブランドマネジメント委員会／委員 札幌市（経済観光局）

札幌スタイル認証審査委員会／委員長 札幌市

城 間 　 祥 之

アスベスト台帳整備に向けた建築行政業務支援システ

ム再構築業務／委員
札幌市（都市局）

札幌市公共交通情報提供システム再構築業務の発注に

係る総合評価審査委員会／委員
札幌市（市民まちづくり局）

IT産業海外展開支援事業ローカライズ支援補助金審査

会／委員
札幌市（経済観光局）

札幌市校務支援システムサービス提供業務受託者選定

委員会／委員
札幌市教育委員会

札幌市難病情報システム開発業務の業者選定／委員 札幌市（保健福祉局）

上 遠 野 　 敏

札幌国際芸術祭2017企画チーム参加／メンバー 創造都市さっぽろ・国際芸術祭実行委員会

冬季アジア札幌大会+ANBD特別コラボレーション展

／委員
ANBD協会

札幌市屋外広告物審議会／委員 札幌市（建設局）

そらち『炭鉱（やま）の記憶』で地域づくり推進会議

／委員
北海道
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　　３　国・自治体審議会等への就任状況

教員名 名称／役職 自治体名・主催団体名

上 遠 野 　 敏 慰霊施設を象徴するモニュメント検討会／委員 北海道

酒 井 　 正 幸

第7回ものづくり日本大賞北海道地域選考分科会／委

員
経済産業省

札幌市円山動物園動物園の森協議会／委員 札幌市（環境局）

石 井 　 雅 博 科学研究費委員会／委員 (独)日本学術振興会

齋 藤 　 利 明 「2017アートボックス」審査／委員 札幌駅総合開発㈱

中 原 　 　 宏
北海道住宅対策審議会／会長 北海道

北海道版「生涯活躍のまち」構想研究会／委員 （一社）北海道総合研究調査会

羽 深 　 久 夫

全国建築審査会協議会／世話人 国土交通省

北海道建築審査会／会長 北海道

全道建築審査会連絡会議／会長 北海道

北海道地域づくり／アドバイザー 北海道

札幌シーニックバイウェイ藻岩山麓定山渓ルート運営

代表者会議／副会長
札幌市（南区）

札幌市定山渓温泉魅力アップ構想検討委員会／委員 札幌市

豊平館アドバイザー会議／委員 札幌市

札幌市芸術文化財団芸術の森事業部美術館専門委員会

／委員
(公財)札幌市芸術文化財団

札幌芸術の森運営協議会／委員 (公財)札幌市芸術文化財団

札幌この実会盤渓の森里山推進プロジェクト2013推進

／委員
(福)札幌この実会

(福)藻岩この実会／理事 (福)藻岩この実会

喜茂別町民間賃貸住宅建設促進事業公募型プロポーザ

ル選定委員会／委員
喜茂別町

喜茂別町水の郷喜茂別まちづくり振興基金事業選定審

査会／委員
喜茂別町

喜茂別町地域防災委員会／委員 喜茂別町

厚真町古民家再生推進協議会／委員長 厚真町

厚真町空き家対策協議会／委員 厚真町

栗山町歴史的建造物保存・活用検討会議／委員 栗山町

原 　 　 俊 彦

国立社会保障・人口問題研究所研究評価委員会／委員長 国立社会保障・人口問題研究所

札幌市高齢者の社会参加支援の在り方検討委員会／委

員長
札幌市（保健福祉局）

さっぽろ未来創生プラン推進有識者会議／委員 札幌市（まちづくり政策局）

石狩市総合戦略推進懇話会／委員 石狩市

厚真町まちづくり委員会／委員 厚真町

弟子屈町総合計画審議会／委員長 弟子屈町

町田　佳世子

北海道立近代美術館協議会／委員 北海道立近代美術館

（一財）札幌市水道サービス協会／評議員 （一財）札幌市水道サービス協会

札幌家庭裁判所／参与員 札幌家庭裁判所
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　　３　国・自治体審議会等への就任状況

教員名 名称／役職 自治体名・主催団体名

矢 部 　 和 夫

植生凡例検討委員会／委員 環境省

石狩川下流幌向地区自然再生ワークショップ／委員長 北海道

美々川自然再生技術検討委員会アクションプログラム

ワーキンググループ／委員
北海道

平岡公園原っぱ会議／委員 札幌市（緑化推進部）

円山動物園の森協議会／委員 札幌市（円山動物園）

札幌芸術の森運営協議会／委員 (公財) 札幌市芸術文化財団

美唄市宮島沼の水環境の保全と再生に関する検討議会

／委員
美唄市

平成28年度自然環境保全基礎調査植生調査に係る北海

道ブロック調査会議／委員
㈱地域環境計画

成東・東金食虫植物群落保護検討委員会作業部会／委

員
成東・東金食虫植物群落保護検討委員会

設立予定の（特非）風の村学舎／理事 （特非）風の村学舎

札幌この実会盤渓の森里山推進プロジェクト2013推進

／委員
(福)札幌この実会

吉 田 　 和 夫

新たな市政情報提供システム構築等業務 企画競争委

員会／委員
札幌市（総務局）

とくとく健診PRポスター図案選考委員会／委員長 札幌市（保健福祉局）

冬季オリンピック・パラリンピック開催概要計画案市民

周知等企画運営業務に係る企画競争実行委員会／委員
札幌市（スポーツ局）

第3回生物多様性さっぽろ絵本コンテスト選考委員会

／委員
札幌市（環境局）

札幌市広告アドバイザ会議／委員 札幌市

柿山　浩一郎
冬季アジア札幌大会+ANBD特別コラボレーション展

／委員
ANBD協会

髙井　真希子 札幌市土地利用審査会／委員 札幌市（まちづくり政策局）

斉 藤 　 雅 也

札幌市中高層建築物紛争調整委員会／委員 札幌市（都市局）

第10次札幌市環境保全協議会／副会長 札幌市（環境局）

札幌市資料館保存活用検討委員会／委員 札幌市（観光文化局）

武 田 　 亘 明

平成28年度「地域学校協働活動」推進に係る文部科学

大臣表彰推薦活動の選考／委員
北海道

北海道地域の教育力向上推進会議／委員長 北海道

第13期北海道生涯学習審議会委員会／副会長 北海道教育委員会

第1回北海道社会教育委員会／委員 北海道教育委員会

北海道立生涯学習推進センター業務委託契約に係る総

合評価審査会／委員
北海道教育委員会

平成28年度　北海道生涯学習審議会センター部会／委

員長
北海道生涯学習審議会センター部会

北海道札幌藻岩高等学校学校評議員会／委員 札幌市

札幌市立西岡小学校学校評議員会／委員 札幌市

張 　 　 浦 華

冬季アジア札幌大会+ANBD特別コラボレーション展

／委員
ANBD協会

最高裁判所家事調停／委員 札幌家庭裁判所
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　看護学部

教員名 名称／役職 自治体名・主催団体名

樋之津　淳子
継続教育のあり方検討委員会／委員 （公社）北海道看護協会

科学研究費委員会／専門委員 (独)日本学術振興会

松 浦 　 和 代
科学研究費委員会／専門委員 (独)日本学術振興会

都市計画審議委員会／委員 札幌市（まちづくり政策局）

宮﨑　みち子 科学研究費委員会／専門委員 (独)日本学術振興会

中 村 　 惠 子

医道審議会　保健師助産師看護師分科会／委員 厚生労働省

救急業務検討委員会／委員 札幌市（消防局）

プロトコール専門委員会／委員 札幌市（保健福祉局）

専門看護師認定委員会／委員 （公社）日本看護協会

専門看護師認定実行委員会／委員長 （公社）日本看護協会

研修教育事業委員会／委員 （一社）日本救急医療財団

小 田 　 和 美 みんなでみに区る健康まつり実行委員会／委員 札幌市（南区）

河原田　まり子

科学研究費委員会／専門委員 (独)日本学術振興会

建築審査会／委員 北海道

産業保健相談員 北海道産業保健総合支援センター

　　３　国・自治体審議会等への就任状況

教員名 名称／役職 自治体名・主催団体名

三 谷 　 篤 史 北海道ロボット教育推進会／委員 北海道ロボット教育推進会

山 田 　 　 良

あけぼのアート＆コミュニティセンター管理運営団体

選定委員会／委員
札幌市（市民文化局）

札幌南シーニックバイウェイ協議会／委員 札幌市

定山渓地区まちづくり協議会／委員 札幌市

石 田 　 勝 也 ARTSAT×SIAFラボ／プロジェクトメンバー 札幌国際芸術祭実行委員会

片山　めぐみ

札幌市資料館保存活用検討委員会／委員 札幌市（観光文化局）

札幌市動物愛護管理推進協議会／委員 札幌市（保健福祉局）

平成28年度地域活動の場整備支援事業審査委員会／委員 札幌市（市民まちづくり局）

札幌市都市景観審議会／委員 札幌市（まちづくり政策局）

石狩市空家等対策協議会／副座長 石狩市

冬季アジア札幌大会+ANBD特別コラボレーション展

／委員
ANBD協会

「シニア層が活躍する地域づくりに関する調査研究」

企画書審査委員会／副座長
(公財)北海道市町村振興協会

福 田 　 大 年

札幌スタイルブランドマネジメント委員会／委員 札幌市（経済観光局）

（仮称）食のまち・さっぽろフェストinチ・カ・ホ

2017企画運営業務に係る企画競争実施委員会／委員
札幌市（保健福祉局）
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教員名 名称／役職 自治体名・主催団体名

川村　三希子

科学研究費委員会／専門委員 (独)日本学術振興会

北海道がん対策推進委員会／委員 北海道

高等教育推進機構高等教育研修センター共同利用運営

委員会／委員
北海道大学

理事

（特非）日本ホスピス緩和ケア協会看護師教育支援委員会／委員

看護師教育支援委員会SPACE-Nワーキンググループ

／メンバー

スーディ神崎　和代

（仮称）札幌市ICT活用戦略策定検討有識者会議／委員 札幌市（まちづくり政策局）

ヒトゲノム・遺伝子解析研究審査委員会／委員 札幌医科大学

第18回日本認知症グループホーム大会／シンポジウム

座長
（公社）日本認知症グループホーム協会

貝 谷 　 敏 子 ヒトゲノム・遺伝子解析研究審査委員会／委員 札幌医科大学

清 水 　 光 子
保健師機能委員会／委員 （公社）北海道看護協会

評議員 (福)札幌市中央区社会福祉協議会

古 都 　 昌 子 役員 北海道看護教育施設協議会

村 松 　 真 澄
旭川口腔ケア普及研究会／幹事 上川中部地域歯科保健推進協議会

みんなでみに区る健康まつり実行委員会／委員 札幌市（南区）

守 村 　 洋

精神医療審査会／委員 北海道

札幌市自殺対策実務担当者意見交換会／委員 札幌市（保健福祉局）

権利擁護審査会／委員長 (福)札幌市社会福祉協議会

札幌市社会福祉総合センター管理運営委員会／委員長 (福)札幌市社会福祉協議会

藤 井 　 瑞 恵
平成28年度中央区食育ネットワーク会議／委員 札幌市（中央区）

医療講座／実行委員 札幌市（中央図書館）

森 川 　 由 紀 推薦委員会／委員 （公社）北海道看護協会

山内　まゆみ 保健師助産師看護師試験委員 厚生労働省

田 仲 　 里 江 子宮頸がん普及啓発プロジェクト実行委員会／委員 札幌市

　教育支援プロジェクトセンター

教員名 名称／役職 自治体名・主催団体名

籔 谷 　 祐 介
芸術の森地区社会福祉協議会「シンボルマーク」選考

審査会／審査委員長
芸術の森地区社会福祉協議会

　　３　国・自治体審議会等への就任状況
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４　ウェルネス×協奏型地域社会の担い手育成「学び舎」事業（COC事業）

　1）　概要

　平成25年度に採択された文部科学省の「地（知）の拠点整備事業（COC）」（平成27年度か

ら「地（知）の拠点大学による地方創生推進事業（COC+）」）であり、本学における事業名が

「ウェルネス×協奏型地域社会の担い手育成『学び舎』事業」である（事業期間：平成25～29年
度）。

　本事業は、地域住民や札幌市などと連携して地域を「学び舎」とした「地域志向のカリキュラ

ム」を展開し、デザインと看護の専門性を活かした協奏型地域社会のウェルネス支援、地域の活性

に貢献する人材の育成を行う。各取組は、廃校となった旧真駒内緑小学校の跡施設「まこまる」内

に設置した「COCキャンパス」を中心に行う。

　2）　実施体制

　3）　平成28年度の主な事業実績

【教育】

・全学年対象の「地域プロジェクト」を自由科目として開設した。年間を通して11件のプロジェ

クトを教員から提示し、受講する学生に適切な指導を行った。

・平成28年度より再編した新カリキュラムの新科目として「学部連携基礎論」を設定した。2年次

前期開講の必修科目であり、平成28年度入学生が2年次となる平成29年度に初開講となる。

・1年次前期に「スタートアップ演習」を開講し、「D×N（デザインと看護の連携）」をテーマ

に3コースに分かれ、南区各地に学生・教員チームを派遣し、プロジェクト活動を企画・実施し

た。

・3年次後期に「学部連携演習」を開講し、南区の10地区を対象とした演習授業を行い、「デザ

インと看護の連携」及び「地域課題の発見と提案」を目指したプロジェクト活動を企画･実施し

た。

【研究】

・COC共同研究の公募を実施し、応募があった2件について審査した結果、2件を採択した。

・教員が実施している「地域志向」の研究動向を実態調査した。

【地域貢献】

・COCキャンパスを中心に公開講座（21企画、44回）・授業公開（2科目、13回）を実施した。

・COCキャンパス「まちの談話室」において、図書室・談話室の運営、ばくりっこ掲示板の運

営、展示企画、地域住民の交流を促す企画などを実施した。

・市民が講師となる「まちの先生」について、連続講座を含め全13回を開講した。

・COCキャンパス「まちの健康応援室」において、登録している有資格ボランティア（看護師、

保健師、薬剤師、管理栄養士、健康運動指導士）のうち、11名が看護学部教員とともに血圧・

 COC推進会議  

事業評価部門  

COC企画･推進グループ 

 COC幹事会  

COC＋部門
広報企画   

推進チーム 

教育改革 

推進チーム 

研究企画   

推進チーム 

学び舎企画  

推進チーム 

学内委員会

 事務局



－ 104 －

社会活動Ⅳ

  

　　４　ウェルネス×協奏型地域社会の担い手育成「学び舎」事業（COC 事業）

骨密度・体組成測定などの健康チェックと健康相談を週3日程度、継続的に実施した。また、各

地区の町内会や地域包括支援センターなどと連携し、地域の健康イベント等に赴くアウトリーチ

活動を14回（出張活動6回、公開講座3回、ちあふる・みなみミニ出張活動5回）実施した。

【その他】

・まこまる入居者による合同イベント「まこ×まち2016 vol.2～きて！みて！まこまる～」に併せ

て、COCキャンパスにおいて展示、講座、学生企画などを実施し、本学関連イベントとして588
名（イベント全体で758名の来場があった。）

・外部委員を含むCOC評価部門会議を開催し、平成27年度の本事業について評価を受けた。

・本事業の活動を広くPRするため、COCウェブサイトを運用したほか、「まちの学校新聞」の発

行（10月）やメールマガジンの配信などを行った。
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５　専門職支援・セミナー講師等

　1）　専門職支援

　　①認定看護管理者教育課程サードレベル

　　　平成28年度受講者29名（修了者29名）

開催期間 教科目/時間 単元 授業形態・時数 講師

第Ⅰ期（12日間）

平成28年8月22日
～9月6日

第Ⅱ期（14日間）

平成28年10月31日
～11月18日

第Ⅲ期（12日間）

平成29年1月10日
～1月25日

保健医療福祉

政策論/36時間 

1.社会保障の概念 講義(3) ★天田　　孝

2.諸外国の保健医療福祉 講義(3) 　スーディ神崎 和代

3.保健医療福祉政策 講義(6) ★鈴木　欣哉

4.看護制度・政策 講義(6) ★齋藤　訓子

5.制度・政策に影響を及ぼす看護

管理者
講義(3) ★齋藤　訓子

6.保健医療福祉政策演習 演習(9)

★工藤　昭子

★佐藤 美貴子

★須田　倫子

★立花 枝美子

★辻崎 ゆり子

★仁木 恵美子

　猪股 千代子

　古都　昌子

7.小論文プレゼンテーション 演習(6)
　中村　惠子

　猪股 千代子

　古都　昌子

保健医療福祉

組織論/30時間

1.保健医療福祉サービスのマーケ

ティング
講義(6) ★松下　博宣

2.組織デザイン論 講義(6) ★永池　京子

3.ヘルスケアサービスの創造 講義(6) ★砂山　圭子

　スーディ神崎 和代

4.保健医療福祉組織論統括演習 演習(12)

★勝見　真澄

★小澄　悦子

★佐々木 純子

★孰賀　愛子

★土井　正子

★中村　敦子

　猪股 千代子

　古都　昌子

経営管理論/60時
間

1.医療福祉と経済論 講義(6) ★高橋　　泰

2.医療福祉経営 講義(6) ★工藤　　高

3.財務管理 講義(6) ★玉川　真弓

4.経営分析 講義(6) ★富永　　誠

5.ヘルスケアサービスの経営と質

管理・経済性
講義(9)

★児玉 真利子

★須田　倫子

★宮城　領子

6.看護経営の今後のあり方 講義(6) ★齋竹　一子

★深澤　優子
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開催期間 教科目/時間 単元 授業形態・時数 講師

第Ⅰ期（12日間）

平成28年8月22日
～9月6日

第Ⅱ期（14日間）

平成28年10月31日
～11月18日

第Ⅲ期（12日間）

平成29年1月10日
～1月25日

経営管理論/60時
間

7.労務管理 講義(6) ★櫛引　久丸

★和田　昌代

8.人材フローのマネジメント 講義(3) ★樋口　春美

9.危機管理 講義(3) ★加藤 久美子

10.経営管理論演習 演習(9)

★生江　裕子

★佐藤 ひとみ

★中野　りか

★萩原　直美

★樋渡 ひとみ

★本庄　睦子

　猪股 千代子

　古都　昌子

看護経営者論/51
時間

1.経営者論 講義(6) 　中村　惠子

2.管理者の倫理的意思決定 講義(6) ★近藤ときえ

　中村　惠子

3.看護事業の開発と起業 講義(6) ★鈴木　英樹

★原田　典子

4.実習 実習(27) 　猪股 千代子

　古都　昌子

5.特別講義 演習(6) ★服部 紀美子

統合演習/15時間 1.統合演習 演習(15)

★伊藤　リカ

★加藤 久美子

★近藤 ときえ

★齋藤 香奈恵

★佐々木衿子

★渋谷　洋子

★中山 日登美

★的場 由紀子

　猪股 千代子

　古都　昌子

★印：非常勤講師
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　2）　セミナー講師等

　　①　デザイン学部　

教　員　名 開催日・期間 内容・タイトル 主催者

蓮見　　　孝
平成28年7月10日

～15日
インダストリアルデザイン学科国際コース／

講師
華梵大學

酒井　　正幸 平成28年5月19日 同友会大学「ビジネスとデザイン戦略」／講

師
（一社）北海道中小企業家同友会

安齋　　利典

平成29年2月17日 厚真町職員情報発信スキル向上研修会／講師 厚真町

平成29年2月18日 2016年度日本小児看護学会地方会／講師
2016年度日本小児看護学会

地方会

羽深　　久夫

平成28年7月19日、

26日
「さっぽろ市民カレッジ2016春・夏期講

座」／講師
札幌市生涯学習センター

平成28年10月7日 「公共建築の日」施設見学会／講師
公共建築協会北海道地区事

務局

平成28年10月11日～
歴史的建造物保存・活用検討会議／アドバイ

ザー
栗山町教育委員会

平成28年10月18日、

25日
「さっぽろ市民カレッジ2016秋期講座」／

講師
札幌市生涯学習センター

平成28年11月1日
～2日、平成29年
1月17日、24日

豊平館に関する歴史・建築文化講座／講師
㈱NTTファシリティーズ北

海道

平成29年2月28日、

3月7日 さっぽろ市民カレッジ2017冬期講座／講師 札幌市生涯学習センター

原 　 　 俊 彦

平成28年8月1日～ 厚真町まちづくり委員会／アドバイザー 厚真町

平成28年8月27日 アカデミー・フォーラム「北海道の人口減少

と地方創生」／講師

アカデミー・フォーラム懇

談会

平成29年3月10日 市民公開シンポジウム基調講演／講師
北海道大学大学院保健科学

院

平成29年3月14日 21世紀ビジョンの会における講演／講師 （一社）平和政策研究所

矢部　　和夫

平成28年4月28日
～平成29年3月9日

石狩川下流幌向地区自然再生調査検討業務／

アドバイザー
㈱ドーコン

平成28年6月19日 観察会「ひらおか春の湿性植物観察ツアー」

／講師
（公財）札幌市公園緑化協会

平成28年6月30日
～平成29年3月31日

河川・湖沼等の自然環境に関する助言及び学

習会／講師
北海道

平成28年11月3日 ウトナイ湖サンクチュアリ開設25周年記念シ

ンポジウム／パネリスト
（公財）日本野鳥の会

平成28年11月11日
～平成29年3月31日

美々川環境整備事業にかかる美々川及びウト

ナイ湖周辺の環境変化要因とその対策につい

ての助言／アドバイザー

北海道

平成28年11月19日 2016年度「自然保護大学」／講師 北海道自然保護協会

吉田　　和夫 平成28年4月1日～ 札幌市広告／アドバイザー 札幌市（建設局）

斉藤　　雅也

平成28年11月11日、

平成29年１月12日、

19日、20日、24日

BIS認定事業に係る養成講習会、更新講習会

（仙台市）／講師
（一社）北海道建築技術協会

　　５　専門職支援・セミナー講師等
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教　員　名 開催日・期間 内容・タイトル 主催者

髙井　真希子 平成28年9月30日 水郷筑波サイクリング環境整備事業に係る勉

強会／講師
茨城県

武田　　亘明 平成28年10月1日 平成28年度「高校生と語るつどい」事業／講師
北海道高等学校PTA連合会

空知支部

三谷　　篤史

平成28年5月7日
～8日

エンドオブライフ・ケア援助者養成基礎講座

／ファシリテーター

（一社）エンドオブライフ・ケア

協会

平成28年7月16日
～17日

「青少年のための科学の祭典  in  北海道

2016」／講師

「科学の祭典in 北海道」実

行委員会

平成29年2月11日 「大学生による科学教室」／講師 札幌市青少年科学館

山田　　　良

～平成28年9月30日 新病院への建築計画及びインテリアデザイン

／アドバイザー
(医)渓仁会

平成28年6月4日、

11日
特別展「ともにいること　ともにあること」

に係る関連事業／講師
北海道立近代美術館

平成28年10月29日 景観まちづくり塾／講師 （一社）北海道建築士会

石田　　勝也

平成29年1月18日
～3月31日 ARTSAT×SIAFラボプロジェクト／制作協力 ㈱アートフル

平成29年1月22日、

2月17日

「ICTを活用した南北海道版DEO広域観光推

進事業」における『人材育成アドバイザー招

聘業務』／講師

㈱北海道宝島旅行社

片山　めぐみ

平成28年7月15日 小樽市生活支援体制整備事業研修会／講師 小樽市

平成28年10月7日 平成28年度管内市町村・保健環境部地域保健

関係職員研修会／講師
北海道

平成28年10月24日 空き家・空き地対策シンポジウム／パネリスト（特非）TOMネット

福田　　大年
平成28年11月30日 職員教育研修開催／講師

（一社）さっぽろ健康スポーツ財

団

平成29年2月24日 厚真町職員情報発信スキル向上研修会／講師 厚真町

　　②　看護学部

教　員　名 開催日・期間 内容・タイトル 主催者

樋之津　淳子

平成28年7月 平成28年度北海道専任教員養成講習会の講師 北海道

平成28年7月9日
日本看護研究学会第26回北海道地方会学術集

会シンポジウム「実践と教育が循環する看護

人材育成」のシンポジスト

（一社）日本看護研究学会第26回
北海道地方会学術集会

平成28年11月12日 平成28年度日本看護管理学会例会in青森の演者
平成28年度日本看護管理学

会例会in青森

松浦　　和代

平成28年6月7日、

10日
平成28年度新人看護職員研修制度における実地

指導者研修の講師「新人看護職員の学習支援」
(大)札幌医科大学附属病院

平成28年9月26日、

10月24日、11月28日 小児看護研修の講師 手稲渓仁会病院

中 村 　 惠 子 平成28年7月9日 日本看護研究学会第26回北海道地方会学術集

会基調講演の演者

（一社）日本看護研究学会第26回
北海道地方会学術集会

小田　　和美 平成28年11月7日 平成28年度第2期えるのす連続講座～女性大

学～の講師
（公財）北海道女性協会
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教　員　名 開催日・期間 内容・タイトル 主催者

川村　三希子

平成28年7月2日
～3日

平成28年度研修「質の高い在宅看取りケア実

践のためのELNEC-J2016」の講師及びファ

シリテーター

（公社）日本訪問看護財団

平成28年8月6日
～7日

「看護管理者のためのELNEC-J高齢者プロ

グラム研修会」のファシリテーター
（公社）北海道看護協会

平成28年8月23日
～24日

エンド・オブ・ライフ・ケア（ELNEC-J)研
修会の講師及びファシリテーター

（公社）北海道看護協会

平成28年9月30日
～10月2日

第16回ELNEC-J（End-of-Life Nursing 
Education Consortium Japan)コアカリキュ

ラム指導者養成プログラムの講師

（特非）日本緩和医療学会

平成28年10月9日
第40回日本死の臨床研究会年次大会ワーク

ショップ3「Safe Community of Inquiryと死

の臨床」の司会及びファシリテーター

第40回日本死の臨床研究会

年次大会

平成28年10月22日
～23日

2016年北海道がんセンターELNEC-Jコアカ

リキュラム看護師教育プログラムの講師

(独)国立病院機構北海道がん

センター

平成28年11月12日 第11回北海道がん化学療法看護研究会学術講

演会における特別講演の演者

中外製薬㈱株式会社札幌支

店

平成29年1月28日
～29日 ELNEC-J看護師教育プログラムの講師 山形県訪問看護連絡協議会

定廣　和香子 平成28年7月 平成28年度北海道専任教員養成講習会の講師 北海道

スーディ神崎 和代

平成28年4月13日 （一社）北海道中小企業家同友会産学官連携研究

会HoPE4月例会の講師
（公社）北海道看護協会

平成28年5月19日
～20日

平成28年度訪問看護師養成講習会（北海道委

託事業）の講師
（公社）北海道看護協会

平成28年5月25日 院内研修会の講師「認知症に関する各論：コ

ミュニケーション」
(医)延山会北成病院

平成28年5月28日 日本支援工学理学療法学会企画セッションの

講師

第51回日本理学療法学術大

会

平成28年6月4日 北郷親栄第5町内会特別会議での講演の講師 北郷親栄第5町内会

平成28年6月8日 新陽パソコン倶楽部研修会の講師 新陽パソコン倶楽部

平成28年6月25日 平成28年度北海道訪問看護ステーション連絡

協議会特別講演会の講師

北海道訪問看護ステーショ

ン連絡協議会

平成28年7月27日 院内研修会の講師「認知症に関する各論：人

権擁護と安全確保」
(医)延山会北成病院

平成28年8月26日 北海道医療福祉産業研究会勉強会の講師「障

害の疑似体験を通じて学ぶ」
北海道医療福祉産業研究会

平成28年9月10日

北海道社会福祉士会道央地区支部研修会の講

師「意思決定を尊重した人生の最終段階への

支援～医療事前指示書を実際に作成してみよ

う～」

（公社）北海道社会福祉士会道央

地区支部

平成28年9月16日 院内研修会の講師「認知症に関する各論：環

境整備」
(医)延山会北成病院

平成28年9月30日 北海道医療福祉産業研究会勉強会の講師「障

害の疑似体験を通じて学ぶ」
北海道医療福祉産業研究会

平成28年10月7日
日向市地域包括ケアシステム講演会の講師

「最新の知見に基づく認知症対応：認知症ケ

ア・認知症遅延・地域包括ケアシステム」

日向市
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　　５　専門職支援・セミナー講師等

教　員　名 開催日・期間 内容・タイトル 主催者

スーディ神崎 和代

平成28年10月16日 第21回北海道糖尿病看護研究会特別講演の演者 北海道糖尿病看護研究会

平成28年11月9日 職員研修会の講師「認知症の利用者の尊厳と

安全性確保ケアの理解」
(福)渓仁会

平成28年11月29日
由仁町多職種連携研修会の講師「つながる方

策―地域包括ケアシステムの意図と背景の理

解のもとに」

エーザイ㈱

平成28年12月2日 院内研修会の講師「認知症に関する各論：栄

養面」
(医)延山会北成病院

平成28年12月10日
平成28年度北海道訪問看護ステーション連絡

協議会道南地区研修会の講師「地域包括ケアに

おける医療事前指示書のアプローチの仕方」

北海道訪問看護ステーショ

ン連絡協議会

平成28年12月14日 平成28年度「第2回全体研修会」の講師「医

療事前指示書－良く生きるを支援する」

札幌市介護保険サービス事

業所連絡協議会

平成29年1月21日
平成28年度北海道訪問看護ステーション連絡

協議会道北地区研修会の講師「看護の原点は

倫理原則に沿った療養者理解」

北海道訪問看護ステーショ

ン連絡協議会

平成29年3月4日 平成28年度北海道訪問看護ステーション連絡

協議会地域別研修会の講師

北海道訪問看護ステーショ

ン連絡協議会

平成29年3月11日 第20回宝塚在宅緩和医療連絡協議会の講師

「医療事前指示」

宝塚在宅緩和医療連携協議

会

上村　　浩太

平成28年6月22日 おたるファミリーサポートセンター提供会員

養成講習会の講師

（特非）北海道子育て支援ワー

カーズ

平成28年7月26日 江別市緊急サポートネットワーク事業提供会

員研修の講師

（特非）北海道子育て支援ワー

カーズ

神島　　滋子

平成28年4月1日
～平成29年3月31日 看護部における看護指導の講師

(福)恩賜財団済生会支部北海

道済生会小樽病院

平成28年5月
～平成29年3月

（6回）

北海道中央労災病院せき損センター「看護研

究」における講師

北海道中央労災病院せき損

センター

平成28年6月24日 平成28年度看護職員研修の講師「看護研究基

調講義」
札幌市（病院局）

清水　　光子 平成28年12月17日
平成28年度北海道保健師関係団体連絡会議研

修会の講師「保健師の基礎教育と現任教育の

現状と課題」

全国保健師長会北海道ブ

ロック

菅原　　美樹 平成29年3月24日 講演「OSCE実施に向けての取り組みと運営

の実際」の講師

日本赤十字九州国際看護大

学

古都　　昌子

平成28年5月6日 平成28年度看護職員研修の講師「臨床指導者

研修Ⅰ」
札幌市（病院局）

平成28年6月、8月、

平成29年2月

帯広病院研修の講師「①リーダーⅠ研修、②

卒2年研修と看護職へ講演、③プリセプター

研修」

(福)北海道社会事業協会帯広

病院

平成28年7～8月　 平成28年度北海道専任教員養成講習会の講師 北海道

平成28年10月6日 中堅看護師育成研修の講師 苫小牧市立病院

村松　　真澄

平成28年6月26日 日本口腔看護研究会第3回北海道地区セミ

ナーの講師
日本口腔看護研究会

平成28年8月27日 （一社）日本歯科審美学会第27回学術大会教育講

演の講師

（一社）日本歯科審美学会第27回
学術大会
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　　５　専門職支援・セミナー講師等

教　員　名 開催日・期間 内容・タイトル 主催者

村松　　真澄

平成28年10月16日 第20回「口から食べたい」講演会の講師 伊予歯科医師会

平成28年11月12日
第14回北海道医療大学歯学部口腔機能修復・

再建学系クラウンブリッジ・インプラント補

綴学分野同門会学術講演会の講師

北海道医療大学歯学部口腔

機能修復・再建学系クラウ

ンブリッジ・インプラント

補綴学分野

平成28年11月20日 日本老年看護学会平成28年度認知症看護対応

力向上研修の講師
（一社）日本老年看護学会

平成28年11月27日 学術講演の講師
第61回公益社団法人日本口

腔外科学会総会・学術大会

平成29年3月4日 講演会の講師「口腔ケアの必要性を理解す

る」

(医)徳洲会成田富里徳洲会病

院

守村　　　洋

平成28年6月22日、8
月26日、11月17日、

平成29年3月21日
生活支援員登録に向けた研修・説明会の講師 (福)札幌市社会福祉協議会

平成28年9月9日 平成28年度網走保健所自殺対策予防対策研修

の講師
北海道

平成28年9月23日

第29回日本サイコオンコロジー学会総会北海

道2016シンポジウムの演者「がん患者の院

内の自殺予防と自殺後の取り組み～希死念慮

の強い患者の支援や自殺後の遺族と医療者へ

のケアに向き合う～」

第29回日本サイコオンコロ

ジー学会総会北海道2016

平成28年10月18日
清田区障がい者支援関係者研修会の講師「清

田区障がい者支援関係者研究会～いのちの問

題を考える～」

自立支援協議会清田区地域

部会

平成28年10月22日 平成28年度自殺未遂者支援連携体制構築研修

会の講師
北海道

平成28年11月2日、

平成29年1月26日
平成28年度日常生活自立支援事業「生活支援

員現任者研修会」の講師
(福)札幌市社会福祉協議会

平成28年11月12日 看護係長研修（ストレスマネジメント）の講師 名寄市立総合病院

平成28年11月29日 平成28年度東胆振自殺予防対策推進連絡会議

及び自殺未遂者支援連携体制研修会の講師
北海道

三上　　智子

平成28年7月19日 北海道札幌平岸高等学校健康講話の講師「高

校生としての性への対応について」
北海道札幌平岸高等学校

平成28年8月25日、

11月18日
小樽市立最上小学校 生・性教育の講師「生

命・性に関する健康講話」
小樽市立最上小学校

矢野　祐美子
平成28年7月７日、

平成29年3月7日 臨地実習指導者研修の講師 (医)母恋天使病院

山本　真由美

平成28年4月22日 (独)国立病院機構北海道がんセンターの研修

会講師「研究計画書の作成について」

(独)国立病院機構北海道がん

センター

平成29年3月13日
(独)国立病院機構北海道がんセンターの研修

会講師「看護研究論文指導および看護研究発

表会の講評」

(独)国立病院機構北海道がん

センター

御厩　美登里 平成28年9月30日 北海道医療福祉産業研究会勉強会の講師「障

害の疑似体験を通じて学ぶ」
北海道医療福祉産業研究会
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６　国際交流実績

年月日 内容

平成28年7月1日 受入 タイ王国ラジャマンガラ工科大学ラタナコシン校関係者22名が視察のため来学

平成28年7月10日
～15日 派遣 華梵大学へ非常勤講師として、学長を派遣

平成28年8月22日
～29日 派遣

華梵大学で実施されたデザイン合同ワークショップに、デザイン学部の学生9
名、教員2名を派遣

平成28年8月24日
～31日 派遣 マレーシアのKPJ大学に、看護学部学生6名、教員1名を派遣し海外研修を実施

平成28年9月18日
～24日 派遣

バンドン工科大学にデザイン学部学生2名、教員1名を派遣し共同デザインワー

クショップの実施

平成28年10月1日～ 受入 華梵大学（台湾）から1年間特別聴講留学生受入（学生1名）

平成28年10月16日
～21日 受入

承徳医学院副学長、引率教員、看護学部学生4名が本学を訪問し、講義受講、病

院視察、学生交流を実施。また、本学看護学部長及び研究科長と承徳医学院副

学長との学術に係る意見交換を実施

平成28年10月30日
～11月2日 派遣

清華大学美術学院設立60周年式典美術学院設立60周年式典開会学長、教員2名を

派遣

平成28年11月24日 受入 日豪若手研究員派遣事業研究者が1名研究交流のため訪問

平成29年2月9日 受入
PNCA関係者（教員1名、学生2名）及び（ポートランド札幌姉妹都市協会・理

事）が来学し交流

　　６　国際交流実績
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　　７　サテライトキャンパスの利用状況

７　サテライトキャンパスの利用状況

利用目的 学内利用件数

セ ミ ナ ー 16

会 　 　 議

79
※内訳

　会議（学内者のみ）35
　産学連携・会議（学外者を含む）44

学 　 　 会 141

そ  の  他 0

合計 236




