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社会活動Ⅳ
Ⅳ　社会活動

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

木造オフィスのクリマデ

ザインに関する研究

平成30年8月8日～

平成31年2月28日

木造オフィス建築を対象に、ヒートスポット・

クールスポット、微気流によって居住者に心地

よさをもたらす室内熱環境の計画手法「クリマ

デザイン」を検討し、最小限の設備機器の容

量を設定して室内気候を予測する手法を確立し

た。

㈱遠藤建築ア

トリエ

「動物園の森」の群落モ

ニタリング調査に基づく

植生管理指針の作成

平成30年8月14日～

平成31年2月28日

10年たった動物園の森（円山動物園）の植物群

落の軌跡と群落管理の履歴を解析した。これま

での植生管理により群落再生の目標の達成度を

検証し、今後の群落管理の方法と方向性を検討

した。

札幌市

（環境局）

新ゾウ舎およびホッキョ

クグマ館の各展示技術の

効果に関する研究

平成30年8月14日～

平成31年2月28日

円山動物園の新ゾウ舎の展示方法に関する技術

的考察および観覧者の心理効果を探ること、ま

た、ホッキョクグマ館での展示に関しての心理

効果の検証を目的とし、以下を実施した。

・来園者へのホッキョクグマ館の展示に関する

意識調査

・新ゾウ舎の展示方法への技術的検討と記録

・来園者への新ゾウ舎展示提案に関する意識調

査も計画していたが、施設オープン時期変更

に合わせて実施を延期した。

札幌市

（環境局）

北海道産動物の生息・飼

育・展示環境の総合デザ

イン研究

平成30年8月14日～

平成31年2月28日

円山動物園内の北海道産動物の生息・飼育・展

示環境「北海道ゾーン（仮称）」整備に向け

て、以下を実施した。

・整備予定地・周辺環境の季節・経年変化を見

越した景観要素の把握のための実地調査と記

録

・飼育動物種の確認、飼育必要スペースおよび

飼育作業内容の確認

・実地調査に基づく生息・飼育・展示環境のサ

イトプラン提示

札幌市

（環境局）

キウシト湿原保全基礎研

究

平成30年10月16日～

平成31年3月8日

「キウシト湿原」について、ミズゴケ群落の地

剥ぎによる回復実験区を設置して継続モニタリ

ングを行うことを目的とし、実験デザインの作

成、実験区の設定、および地剥ぎ前の群落の記

録を行った。

登別市

布製天井による放射併用

空調システムの空調効果

に関する研究

平成30年10月16日～

平成31年2月28日

布製天井を用いた放射併用空調システムについ

て、実験支援とそのデータに基づく実空間モデ

ルの数値解析、計画手法の提案を行った。

㈱山下設計

災害時の都市公園の生活

支援機能に関する実態調

査

平成30年12月17日～

平成31年1月31日

2018年9月6日北海道胆振東部地震により道内全

域で大規模停電が起きた際、停電にともなう断

水で一部の公園の水飲み台が給水所として活用

され、公園トイレも多く利用された。本調査に

おいてはGISにより市内全域の都市公園の水道

施設利用実態を調査し、災害時の公園利用の実

態把握を行った。

札幌市

（建設局）
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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

1件実施（詳細は非公表）

　3）　受託事業一覧

事業名 期間 概要 担当教員 共同研究者

該当なし

　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

ゴム素材の北海道土産品（おじさんハンコ）の開発 ㈱アドバンス・フーズ 矢久保 空遥

地域包括支援における住民連携のまちづくり 北広島市にし高齢者支援センター 片山 めぐみ

三吉神社例大祭 札幌大通まちづくり㈱ 上遠野　敏

北海道JCフォーラム2018 （公社）日本青年会議所北海道地区協議会

HOKKAIDOブランド確立委員会

石田　勝也

須之内 元洋

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

ユニバーサル製品開発
（一社）旭川ウェルビーイング・コン

ソーシアム

安齋　利典

張　　浦華

小宮 加容子

北海道陶芸会50周年記念事業への貴大学学生のボラン

ティアとしての協力依頼
北海道陶芸会 張　　浦華

厚真町企画デザインセミナー 厚真町
安齋　利典

福田　大年

インバウンド向け自動販売機デザイン制作 北海道コカ・コーラボトリング㈱ 大渕　一博

もしも北海道・日本のお祝い文化継承 MC-CLUB　
村松　真澄

三谷　篤史

南区の魅力をPRする啓発製作事業 札幌市（南区） 大渕　一博

円山動物園の印象マップによる観覧者の行動分析 札幌市（環境局） 若林　尚樹

円山動物園来園者の行動分析をもとにした情報提供につ

いて
札幌市（環境局） 若林　尚樹

あそび道具体験会
NPO法人さっぽろAMスポーツクラブ

子どもの体験活動の場Coミドリ
福田　大年

SAPPRO Flower Carpet 2018（サッポロフラワーカー

ペット2018）
サッポロフラワーカーペット実行委

員会
上遠野　敏

建立する碑の名称は目下募集中（「鳴呼望郷樺太」） （一社）全国樺太連盟 上遠野　敏

道産鮮魚の新しいレトルト加工技術のネーミング＆ロゴ

マーク開発プロジェクト
（地独）北海道立総合研究機構 武田　亘明
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事業名 依頼元 担当教員

南区オリジナルうちわの制作事業 札幌市（南区） 大渕　一博

ライフスタイル事業創出プロジェクトにおけるリサーチ

およびサービスプロトタイピングの協力
㈱アイ・エム・ジェイ 福田　大年

札幌市グリーティングカード作成事業 札幌市（総務局） 大渕　一博

シティプロモート事業におけるロゴ・キャッチコピーデ

ザイン
㈱アサツーディ・ケイ 矢久保 空遥

札幌市グリーティングカード作成事業 札幌市（総務局） 大渕　一博

シティプロモート事業におけるロゴ・キャッチコピーデ

ザイン
㈱アサツーディ・ケイ 矢久保 空遥

もりの仲間のさわやかクラブ 芸術の森地区社会福祉協議会

三上　智子

村松　真澄

三谷　篤史

武冨 貴久子

山本 真由美

第11回すみかわ健康フェア 澄川地区社会福祉協議会
近藤　圭子

中原　　宏

みんなでみに区る　健康まつり2018 札幌市（南区）
村松　真澄

桜井　繭子

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
三上　智子

武冨 貴久子

メニュー表のイラスト制作 ㈱アドバンス・フーズ 福田　大年

手造通(てあるとおり)プロジェクト2018 札幌市（西区） 山田　　良

もいわ自由学校・「走れ！ロボットカー！」 札幌市もいわ地区センター 三谷　篤史

けんこうフェスタ　2018 in　ちゅうおう 札幌市（中央区）
柏倉　大作

丸山　洋平

ZEB／ZEH時代のライフスタイル研究 三菱電機㈱デザイン研究所

安齋　利典

柿山 浩一郎

金　　秀敬

未来へつなぐ笑顔のまちづくり活動推進事業「みなみ・

こそだてフェスタ！」
札幌市（南区）

若林　尚樹

大島　　卓

小宮 加容子

No Maps 2018 Conference　札幌の学生VS東京マーケ

ター

（公社）Web広告研究会

イノベーション委員会

安齋　利典

若林　尚樹

第24回芸術の森地区文化祭（ポスター協力） 芸術の森地区連合会 羽深　久夫

第24回芸術の森地区文化祭（出展協力） 芸術の森地区連合会 羽深　久夫

秋の清掃・防災講演会・炊き出し同時開催事業 川沿北町内会
村松　真澄

大島　　卓

とかち帯広の地域資源を発掘し磨く新商品・新サービス

開発事業
帯広地域雇用創出促進協議会 矢久保 空遥

南区学生まちナカアートプロジェクトinまこまない・

ベース
札幌市（南区） 上遠野　敏

『厚別区誕生30周年』記念ロゴマーク募集 札幌市（厚別区） 大島　　卓

JR琴似駅直結　空中歩廊　ウーォールアートプロジェク

ト
㈱コーポレーション・ミヤ 柿山 浩一郎
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事業名 依頼元 担当教員

広報さっぽろ南区版表紙デザイン事業 札幌市（南区） 大渕　一博

健康エージェントのキャラクタデザイン、アニメーショ

ン作成
㈱なごみテクノロジー 柿山 浩一郎

南区の魅力をPRする啓発製作事業 札幌市（南区） 大渕　一博

冬の「雪あかり」イベントPRチラシ製作事業 札幌市（南区） 大渕　一博

自主事業マーケティングの支援・助言 （一社）さっぽろ健康スポーツ財団
丸山　洋平

福田　大年

イラストデザインの制作 （一社）さっぽろ健康スポーツ財団 福田　大年

土屋グループ50周年記念　ショップデザインコンペ ㈱土屋ホームトピア 上遠野　敏

SORAこそだてフェスティバル2018 札幌コンベンションセンター 小宮 加容子

自然エネルギー利用において直流給電システムエコノ

ミールの稼働状態を表示するパネルデザイン改善に向け

た検討

シオン電機㈱ 須之内 元洋

赤井川村生活支援体制整備事業にかかる協議体愛称ロゴ

及び情報紙タイトルロゴのデザイン募集事業
（一社）Wellbe　Desig 大渕　一博

「さっぽろ連携中枢都市圏」ロゴマーク作成 札幌市（まちづくり政策局） 大島　　卓

札幌市版アライマークのデザイン作成 札幌市（市民文化局） 武田　亘明

厚真町復興PR事業 厚真町
安齋　利典

福田　大年

お土産菓子製品のパッケージデザイン作成事業 (福)白老宏友会 大渕　一博

オーラルケア啓発学習プログラムの開発・効果検証・評

価の協力
（公財）ライオン歯科衛生研究所 福田　大年

地域アートプロデュース
札幌渓仁会リハビリーテーション病

院
山田　　良
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　5）　高大連携

　　①　デザイン学部　第12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30年9月16日

市立札幌旭丘高等学校

市立札幌藻岩高等学校

市立札幌清田高等学校

市立札幌平岸高等学校

市立札幌新川高等学校

市立札幌開成中等教育学校

32名 「折り紙建築」のポスト

カード制作
片山 めぐみ

　　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30年4月9日～

平成31年1月31日

市立札幌新川高等学校

市立札幌旭丘高等学校

市立札幌清田高等学校

市立札幌藻岩高等学校

市立札幌平岸高等学校

市立札幌開成中等教育学校

市立札幌啓北商業高等学校

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）

◎喜多　歳子

　本田　　光

7名 人間発達援助論

（演習・30時間）

◎小田　和美

　松浦　和代

　宮﨑 みち子

　村松　真澄

　守村　　洋

7名 チーム医療論

（講義・15時間）

◎矢野 祐美子

　猪股 千代子

7名 国際看護学

（講義・15時間）
◎大野　夏代

◎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30年9月17日

市立札幌新川高等学校

市立札幌旭丘高等学校

市立札幌清田高等学校

市立札幌藻岩高等学校

市立札幌平岸高等学校

市立札幌開成中等教育学校

市立札幌大通高等学校

94名

社会と看護：すべての人々

の健康を目指して
喜多　歳子

生活習慣病の動向と対策 小田　和美

　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30年8月28日 北海道旭川北高等学校 地域の居場所をデザインする 片山 めぐみ

平成30年11月6日 市立札幌旭丘高等学校 メディアのデザイン 須之内 元洋

平成30年11月7日 市立札幌新川高等学校 世界遺産と都市デザイン 森　　朋子
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平成30年11月7日 市立札幌清田高等学校 風景？景観？ランドスケープ？ 大島　　卓

平成30年11月16日 苫小牧東高等学校
デザインを学問として学ぶと、◎◎な人材

になれます。
柿山 浩一郎

平成30年11月29日、12
月6日、13日、20日 北海道札幌手稲高等学校

インタラクションデザイン～ヒトとモノと

の相互作用のデザイン～
石井　雅博

　看護学部

開催日 高校名 テーマ 担当教員

平成30年6月20日 北海道札幌厚別高等学校 妊娠中の女性と家族の特性と支援 渡邉 由加利

平成30年7月13日 北海道室蘭清水丘高等学校
看護学を学ぶとは‥

－看護職として学び・育つ－
古都　昌子

平成30年8月31日 市立札幌新川高等学校 家庭看護・医療 喜多　歳子

平成30年10月26日 市立札幌藻岩高等学校
公衆衛生看護学

地域の看護職：保健師の活動
櫻井　繭子

平成30年11月7日 市立札幌新川高等学校 メンタルヘルスのススメ 守村　　洋

　7）　その他の地域貢献諸活動

　デザイン学部

教員名 内容 主催者 参加学生数 参加日・期間

細谷　多聞

評議委員 さっぽろ産業振興財団

コンテンツ活用促進事業補助金審査委員

会　審査委員
さっぽろ産業振興財団

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

平成30年4月
〜平成31年3月

レトロスペース坂会館の継続支援や講演

会などの世話人
レトロスペース応援隊

平成30年4月
〜平成31年3月

齊藤　雅也

オレンジリビングベースのクリマデザイ

ン（2017年度の報告会）

オレンジホームケアクリ

ニック
平成30年7月7日

「ほろかない いきいき健康塾」講座　講

師（住まいの熱環境）
幌加内町（保健福祉課） 5名 平成30年10月21日

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30年6月29日

町田佳世子

ダイバーシティ実現をテーマとした全国

大会の運営に札幌クラブ広報委員長とし

て参加

認定NPO法人日本BPW連

合会/ＢＰＷ札幌クラブ
平成30年5月26日

共生社会実現への取組に関する講演会企

画・運営
BPW札幌クラブ 平成30年9月18日

矢部　和夫

湿原再生のアドバイザーとしての役割 NPOフラット南幌

道内の自然を守る活動（常務理事） NPO北海道自然保護協会

湿原植生のアドバイザーとしての役割 NPOキウシト湿原の会

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　地域貢献諸活動
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教員名 内容 主催者 参加学生数 参加日・期間

若林　尚樹

みなみ・こそだてフェスタ
札幌市（南区保健福祉部

健康・子ども課）
6名 平成30年9月29日

提案発表・展示会「円山動物園を楽しむ

◯◯の提案」
札幌市円山動物園 9名 平成31年1月25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30年4月
〜平成31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30年4月
〜平成31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30年4月
〜平成31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30年4月
〜平成31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 4名 平成30年4月
〜平成31年3月

張　　浦華

芸術の森美術館で行なわれた北海道陶芸

会の50周年記念展に本学の学生をアー

トポール作品の製作、展示設置を指導し

た。

北海道陶芸会 平成30年6月20日

陶芸教室 講師 家庭教育学級まま～ず 平成30年9月12日

藤木　　淳

お父さん委員による二条小学校運営サ

ポート
札幌市立二条小学校

平成30年4月
〜平成31年3月

CG-ARTS主催学生CGコンテンスト評価

員
CG-ARTS 平成30年4月

〜平成31年3月

丸山　洋平
けんこうフェスタに札幌市立大学として

出展「居住と食から健康を考える」
札幌市（中央区） 2名 平成30年9月29日

三谷　篤史

もいわ自由学校としてメカトロ教室「ロ

ボットカーを走らせよう」を実施
藻岩地区センター 平成30年7月28日

道内学生ロボコン「ロボット・トライア

スロン」の実施・運営

ロボット・トライアスロ

ン運営委員会
4名 平成30年9月30日

大島　　卓
みなみ・こそだてフェスタ

札幌市（南区保健福祉部

健康・子ども課）
6名 平成30年9月29日

町内会主催の防災イベントへの参加協力 川沿北町内会 10名 平成30年10月14日

大渕　一博

南区PRグッズ（うちわ・トートバッグ・

バッグハンガー）／雪あかりイベントチ

ラシ制作

札幌市（南区） 平成31年3月

片山めぐみ 団体発足および活動支援
札幌藤野多世代交流ラボ

WAO！

小宮加容子

協力依頼：ユニバーサルデザイン製品の

提案

一般社団法人　旭川ウェ

ルビーイング・コンソー

シアム

15名 平成30年4月6日
〜平成31年3月6日

協力依頼：SORAこそだてフェスティバ

ル 2018における遊びの実施

札幌コンベンションセン

ター

平成30年12月6日
～15日

須之内元洋
団体実施ワークショップの告知・推薦な

ど

SMF 札幌メディアアート

フォーラム

金子　晋也
COC事業の報告会、今後の活動に関する

提言など
COCまちの先生
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教員名 内容 主催者 参加学生数 参加日・期間

矢久保空遥

クレイモデルセミナー 札幌市立大学同窓会理事 20名程度 平成30年8月22日

ロボットトライアスロンの運営
ロボットトライアスロン

運営委員会
50名程度 平成30年9月30日

　看護学部

教員名 内容 主催者 参加学生数 参加日・期間

川村三希子

街なかちえのわカフェ　がんの暮らしと

知恵いろいろ

NPO法人市民と共に創る

ホスピスケアの会
平成30年7月

リンパ浮腫研修会
NPO法人市民と共に創る

ホスピスケアの会
平成30年9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30年5月18日、

6月27日、10月26
日、11月30日、平

成31年2月8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30年6月24日、

10月21日、12月2
日、平成31年3月10
日

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30年4月
〜平成31年3月

そうえん健康茶話会講師 桑園交流ネットワーク 平成30年11月

ご近所先生講師 桑園交流ネットワーク 平成31年2月

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30年4月20日、

27日、5月11日、

18日、6月15日、

29日、9月21日、

10月5日、26日、

11月9日、12月7
日、21日

医療通訳養成研修講師、医療通訳実務 （特非）エスニコ

平成30年10月13
日、27日、12月8
日、15日、平成31
年3月30日

貝谷　敏子

長期療養を目的とした施設におけるリハ

ビリテーションの在り方等に関する調査

研究事業

みずほ情報総研

厚労科研事業
平成30年8月2日

外部倫理審査委員

倫理審査委員会

札幌医科大学ヒトゲノ

ム・遺伝子解析研究審査

委員会委員

平成31年1月15日

神島　滋子
脳と認知症～予防と介護・介護者の視点 札幌市社会福祉協議会 平成30年12月25日

出版予定冊子の監修 脳外傷友の会コロポックル
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教員名 内容 主催者 参加学生数 参加日・期間

本田　　光

ボランティアとして協力
まちの健康応援室

地域連携研究センター

平成30年4月
〜平成31年2月

出張まちの健康応援室ボランティア

（実証実験あけぼのテラス）

あけぼの団地らしい未来

の暮らしをつくるプロ

ジェクト

2名 平成30年9月30日

地下歩行空間にて、子ども虐待予防の啓

発普及活動

オレンジリボン運動

広報室
5名 平成30年10月21日

三上　智子

もいわ地区健康ふれあい交流会 もいわ地区自治体

札幌市民を対象に健康測定、健康相談を

行う。

札幌市立大学地域連携課

まちの健康応援室

月に1〜2回程度参

加

村松　真澄

そうえん健康茶話会
桑園交流ネットワーク

（桑園医療プロジェクト）
のべ10名

平成30年4月14日、

6月9日、8月4日、

10月13日、平成31
年2月2日

ホサナ小規模看護多機能での小学生の看

護体験
ホサナ小規模看護多機能 3名 平成30年7月31日

まこまるや大学祭でイベントを開催し、

参加者から聞き取りをして冊子「何でも

わかるお赤飯ハンドブック」を作製した

もしも北海道・日本のお

祝い文化継承
10名 平成30年8月11日他

オーラルフレイルのパネル展示や粘膜ケ

アの体験を実施した。

芸森地区社協他

森の仲間のいきいきくらぶ
10名 平成30年8月29日

第9回の準備をしたが北海道胆振東部地

震のため直前に中止になった。
ミニ大通りお散歩祭り 20名 平成30年9月9日

地域歯科医師会とコラボで粘膜ケアの体

験を実施した。
南区健康祭り 15名 平成30年9月26日

町内会事業のボランティア

川沿北町内会

空の清掃・防災講演会・

炊き出し同時開催事業

16名 平成30年10月14日

サンカレッジにて「口腔の健康」講和
特別養護老人ホームサン

グレイス
平成30年10月19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
NPO法人ゆいねと北海道

伊東健太郎

札幌市民を対象に、血圧測定、体組成測定

などを行う。また、心の相談、健康相談を

行う

札幌市立大学地域連携課

まちの健康応援室

平成30年7月、9
月、10月、平成31
年2月、3月

精神に障害をもつ当事者同士が当事者研

究を行い交流するための支援

北海道当事者研究ネット

ワーク

平成30年4月、5
月、6月、7月、8月

工藤　京子

幹事として役員会出席、医療講演会の企

画と運営、会報誌発行の補助

北海道低肺の会（患者団

体）
平成30年9月24日

胆振東部地震の被災地の避難所や仮設住

宅で足湯と手もみケアを実施（23回）
北海道足湯隊

8名

平成30年9月29日、

30日、10月13日、

21日、23日、11月
3日、18日、23日、

25日、12月7日、8
日、平成31年1月12
日、20日、21日、

17日、23日、3月2
日、3日、7日、17
日、28日、31日

被災地のお寺や住民の家でパステルアー

ト講座を企画・開催した（3回）

北海道足湯隊

パステルアート講座

　　１　地域貢献諸活動



 

－ 93 －

社会活動Ⅳ
教員名 内容 主催者 参加学生数 参加日・期間

櫻井　繭子

まこまないキャンパス　健康応援室での

健康相談
まちの健康応援室 2名 平成30年8月

〜平成31年3月

「みんなで見に区る健康まつり」の骨密

度測定、健康相談

南区保健福祉部

南区健康まつり実行委員会
3名 平成30年9月26日

チカホイベントにてオレンジリボン運動

（児童虐待啓発）ティッシュの作成・配

布

札幌市立大学 3名 平成30年10月21日

武冨貴久子

もりの仲間のさわやか健康祭り2018への

参加

芸術の森地区社会福祉協

議会
3名 平成30年8月29日

きて！みて！まこまる2018への参加 まこまる運営協議会 平成30年10月13日

原井　美佳 北海道胆振東部地震の被災者の足湯 北海道足湯隊 平成30年10月23日

森川　由紀
健康相談 COCまちの健康応援室

冬の乳幼児の感染症予防と対策の講和 まこまる育児講和

矢野祐美子
北海道胆振東部地震後の被災地における

足湯
北海道足湯隊

平成30年11月3日、

23日、平成31年2月
17日

山本真由美

助産師、看護師として対象者の健康相談 まちの健康応援室

学生とともに骨密度測定、足指力測定
芸術の森地区社会福祉協

議会
2名 平成30年8月29日

柏倉　大作
けんこうフェスタin ちゅうおうに「居住

と食から健康を考える」を出展
札幌市中央区保健福祉部

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（大縄跳び大会）

桑園地区青少年育成委員会

桑園まちづくりセンター
4名 平成30年8月

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

桑園まちづくりセンター
6名 平成30年9月

児童虐待予防に関する啓発活動

オレンジリボン運動事務局

オレンジリボンプロジェク

ト

3名 平成30年10月

「第11回すみかわ健康フェア」の健康

チェック

澄川地区連合会

澄川地区社会福祉協議会
平成30年10月3日

田仲　里江

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）

桑園地区文化祭

桑園ボランティア
5名 平成30年10月21日

北海道胆振東部地震の被災者に対する支

援

厚真町立中央小学校

北海道足湯隊（札幌市立

大学学生・教員有志）

平成30年10月23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（餅つき大会）

桑園地区連合町内会

桑園まちづくりセンター
10名 平成30年12月15日

牧田　靖子
訪問者の体脂肪組成、骨密度、握力、足

趾力、血圧測定など
まちの健康応援室 3名 平成30年9月25日

～毎月1回程度

鬼塚　美玲 看護師の日（月1回×12回） まこまるまちの相談室
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　8）　マスメディアへの掲載

教　員　名 内容 掲載媒体 掲載日

上遠野　敏

炭鉱遺産を生かす ガイダンス施設誕生　中　

休眠機材に新たな息吹
北海道新聞 平成30年7月11日

炭鉱遺産 アートで飾る　赤平　札幌市立大学

教授らが21点 北海道新聞 平成30年9月9日

炭鉱の記憶を掘り起こし新たな物語を紡ぐ　赤

平アートプロジェクト2018 HO[ほ]11月号VOL.132 平成30年9月22日

安齋　利典

AIRDO 就航10周年「叶える翼」スッテカー記

事
北海道新聞 平成30年12月18日

AIRDO 就航10周年「叶える翼」スッテカー記

事
AIRDO機内誌

平成30年4月、6月、8
月、10月

AIRDO 就航10周年「叶える翼」スッテカー配

布時期(6〜12月)機内放送
AIRDO機内放送 平成30年6〜12月

地域に貢献するAIRDOへのメッセージ
AIRDO総合レポート2018, 
p.22 平成30年

AIRDO 就航10周年「叶える翼」スッテカー記

事
螢雪時代2018, p.165 平成30年

厚真町特産品のイラストでテープ試作

ふるさと納税返礼品の段ボール梱包に利用
苫小牧民報電子版 平成30年4月3日

齊藤　雅也

住宅、店舗の完成イメージ図＊「建築パース」

手描きで説得力＊立体的「まるで絵画」＊デザ

イナーら作品展も

北海道新聞 平成30年10月5日

北方文化圏における建築の普遍性と多様性：座

談会　設計・施工・研究のエコシステム
建築雑誌11月号 平成30年11月

新施設「ゾウ舎」が完成しました！
札幌市円山動物園ウェブサ

イト
平成31年3月12日

若林　尚樹

株式会社AIRDO機内誌rapora 雑誌
平成30年4月、6月、8
月、10月、12月号

株式会社統合レポート2018 アニュアルレポート 平成30年9月

蛍雪時代キャンパスNews 月刊誌 平成30年7月14日

張　　浦華

見出し「米ポートランドの作品も＊札幌＊北海

道陶芸会が50周年展」
北海道新聞　（夕刊） 平成30年6月27日

ANBDスリランカ特別展賞受賞について、スリ

ランカ国営TVインタビューを受けた
スリランカ国営TV

藤木　　淳

デザイナーおよび作品の紹介
デザイナーズFILE 2019へ
の掲載

アルスエレクトロニカ イン ザ ナレッジキャピ

タル「PLAYWARE アルゴリズムでつくる遊び

展」に関する報道

WEB記事：　https://
hillslife.jp/
culture/2019/03/18/jun-
fujiki-algorithm/
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教　員　名 内容 掲載媒体 掲載日

三谷　篤史

「 耳 よ り 」 コ ー ナ ー で ロ ボ ッ ト 競 技 会

「WRO2018札幌予選会」紹介記事
読売新聞 平成30年8月10日

デザイン総合実習で取り組んだイノベーション

創出プロジェクトキックオフ紹介記事
北海道新聞 平成30年10月11日

アイディア対決・全国高等専門学校ロボットコ

ンテスト2018～北海道地区大会～

NHK総合1・札幌10：05～
11：00 平成30年11月23日

デザイン総合実習で取り組んだイノベーション

創出プロジェクト中間発表会紹介記事
北海道新聞 平成30年12月4日

デザイン総合実習で取り組んだイノベーション

創出プロジェクト最終発表会紹介記事
北海道新聞 平成31年2月4日

山田　　良

関口雄揮記念美術館でのゼミ作品展による地域

貢献
北海道新聞

17 m3 Pavilion ARTWORT, Italy

石田　勝也 札幌垂氷まつり 読売新聞 平成31年2月3日

大渕　一博

南区まちなかアート展 広報さっぽろ
平成30年10月号南区

版

ピンクリボン活動啓発品制作
毎日新聞・函館新聞・

Poroco

毎日：平成30年9月12
日、函館：平成30年9
月14日、Poroco:10月号

インバウンド向け自販機デザイン

毎日新聞・財界さっぽろ・

さっぽろ10区・コカコーラ

プレスリリース

毎日：平成30年10月
31日、財界：12月
号、10区：平成30年
11月6日、コカ：平成

30年10月22日

赤井川村生活支援体制整備事業ロゴデザイン
赤井川村地域支え合い情報

誌 いろどり
創刊号平成30年12月

広報さっぽろ南区版ヘッダデザイン 広報さっぽろ
平成30年4月号、平成

31年1月〜3月号

おばけのハロウィンパーティー in TSUTAYA TSUTAYA美しが丘 Webサ
イト

平成30年10月18日

片山めぐみ

こだま（安平町ガイドマップ） 北海道新聞 平成30年4月21日

観光マップ完成、大学生の感性生かす 室蘭民報 平成30年4月23日

地域の魅力 手にとって　町が大学生と連携 北海道新聞 平成30年4月23日

にぎわい拠点　真駒内に　駅前再整備、検討委

が初会合
北海道新聞 平成30年8月22日

札幌人物図鑑 J:COMチャンネル札幌 平成31年2月18日

小宮加容子

ひとあし早くクリスマス「プレゼント届けた」 北海道新聞朝刊 平成30年12月16日

三角山放送局「飛び出せ車いす（第一火曜日、

12:00～13:00）」番組担当
三角山放送局 毎月第一火曜日
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教　員　名 内容 掲載媒体 掲載日

福田　大年

厚真特産イラストで荷造り用テープ試作　町民

発案、商品化目指す
毎日新聞 平成30年5月23日

厚真愛する心  一つに　キャッチフレーズ

「ATSUMA LOVERS」町がシンボルマーク 
イベントや広報に活用

北海道新聞 平成31年1月10日

支援感謝 デジタル広告　厚真町、札幌駅地下

街で発信
北海道新聞 平成31年1月17日

【seeds 新しい体験型コンテンツ】アイディ

エーションとプロトタイピングを両立した体験

型コンテンツ開発アプリ

産学連携情報 平成31年2月25日

【新しい体験型コンテンツ】アイディエーショ

ンとプロトタイピングを両立した体験型コンテ

ンツ開発アプリ

イノベーションズアイ 平成31年2月25日

金子　晋也 北海道新幹線駅舎に関する取材 HBC 平成30年7月17日

矢久保空遥

おじさんハンコに関する取り組み NHK

おじさんハンコに関する取り組み HBC

おじさんハンコに関する取り組み STV

おじさんハンコに関する取り組み TVh

おじさんハンコに関する取り組み HTB

おじさんハンコに関する取り組み UHB

　看護学部

教　員　名 内容 掲載媒体 掲載日

松浦　和代

（テレビ健康番組）お母さんの幸せ　発育性股

関節形成不全の予防ケア
モンゴル国C1TV（30分） 平成30年6月1日

（テレビ健康番組）発育性股関節形成不全の予

防
モンゴル国HTV（22分） 平成30年8月1日

（テレビ報道）発育性股関節形成不全の予防　

看護師研修会開催
モンゴル国ザブハンTV 平成30年8月8日

（取材対象：自己点検・評価委員会）大学基準

協会　会員大学の特色ある取組み　札幌市立大

学　デザインと看護の有機的な連携教育を支え

る教職協働の試み

じゅあ、No.61 平成30年9月30日

（新聞報道）ひと2018　モンゴルで乳児の脱

臼予防法を広める
北海道新聞社 平成30年12月8日

猪股千代子
トークショー＆ミニ体験　「医療現場に広がる

ヨガの力」当日の流れ
北海道新聞社 平成31年3月9日

伊東健太郎 ケアする人こそやってみよう　当事者研究 医学書院　精神看護 平成30年5月15日
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社会活動Ⅳ
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30年4月21日 AI入門

～私たちの暮らしはどう変わるのだろう？～
中島　秀之（デザイン学部　教授） 61

平成30年4月28日 まちの健康応援室ミニ出張講座① 山本 真由美（看護学部　講師） 7

平成30年4月30日 ロボットづくり講習会① 三谷　篤史（デザイン学部　准教授） 18

平成30年5月20日 ロボットづくり講習会② 三谷　篤史（デザイン学部　准教授） 18

平成30年6月9日 訪問看護スキルアップ講座2018①
菊地 ひろみ（看護学部　教授）

鈴木 真一郎（医療法人社団　鈴木内科

循環器クリニック　理事長）

61

平成30年6月9日 まちの健康応援室ミニ出張講座② 三上　智子（看護学部　准教授） 2

平成30年6月17日 ロボットづくり講習会③ 三谷　篤史（デザイン学部　准教授） 15

平成30年6月30日 メカトロ教室「走れ！ロボットカー！」 三谷　篤史（デザイン学部　准教授） 28

平成30年7月3日 最先端研究者が語る人工知能の現状

−何ができて，何ができないのか

中島　秀之（デザイン学部　教授）

松尾　　豊（東京大学　特任准教授）

松原　　仁（公立はこだて未来大学　

教授）

181

平成30年7月5日 看護師のための英会話研修（初級）

～外国人患者さんと英語で話してみよう

大野　夏代（看護学部　准教授）

シルベスター 典子（北海道大野記念

病院　看護師）

大野　　修（桑の実会）

尾田 マリナ（姿勢改善工房・店長）

13

平成30年7月14日 まちの小さな音楽会
武田　亘明（デザイン学部　准教授）

上村　理恵、奥村　香織、安東　智子
84

平成30年7月21日 昆虫のデザイン
酒井　正幸（デザイン学部　名誉教

授）
12

平成30年7月22日 ロボットづくり講習会④ 三谷　篤史（デザイン学部　准教授） 12

平成30年7月29日 Connekid! in そらのガーデン2018
「ぴちゃ、ぽちゃ、ざぶん？」

小宮 加容子（デザイン学部　講師） 144

平成30年8月4日 ロボットづくり講習会⑤ 三谷　篤史（デザイン学部　准教授） 29

平成30年8月5日 ロボットづくり講習会⑥ 三谷　篤史（デザイン学部　准教授） 29

平成30年8月7日 まちの健康応援室ミニ出張講座③ 渡邉 由加利（看護学部　准教授） 6

平成30年8月9日
～11日 ロボットづくり講習会⑦ 三谷　篤史（デザイン学部　准教授） 20

平成30年9月29日 「夢見る研究フィールドのこぼれ話」① 羽深　久夫（デザイン学部　教授） 31

平成30年9月30日 ロボットづくり講習会⑦ 三谷　篤史（デザイン学部　准教授） 11

平成30年9月30日 ロボットづくり講習会⑦ 三谷　篤史（デザイン学部　准教授） 11

平成30年10月6日 「夢見る研究フィールドのこぼれ話」② 若林　尚樹（デザイン学部　教授） 22

平成30年10月13日 まちの小さな音楽会

武田　亘明（デザイン学部　准教授）

上村　理恵、奥村　香織、オカリナ

サークル「赤とんぼ」

84

平成30年10月13日 子育ての主役はだれ？

～子育てにやさしい地域のかたち～
本田　　光（看護学部　准教授） 11

　　２　公開講座開催実績
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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30年10月13日 人口減少社会の家族変動

～札幌市の将来像は？～
丸山　洋平（デザイン学部　准教授） 7

平成30年10月18日 まちの健康応援室ミニ出張講座④ 森川　由紀（看護学部　講師） 6

平成30年10月20日 ロボットづくり講習会⑧ 三谷　篤史（デザイン学部　准教授） 4

平成30年10月20日 ロボットづくり講習会⑧ 三谷　篤史（デザイン学部　准教授） 4

平成30年10月28日 ロボットづくり講習会⑨ 三谷　篤史（デザイン学部　准教授） 13

平成30年11月2日 より豊かな社会を築く最新テクノロジー

～AIの民主化を推進する～

中島　秀之（デザイン学部　教授）

榊原　　彰（日本マイクロソフト㈱

CTO）

152

平成30年11月3日 「夢見る研究フィールドのこぼれ話」④ 石井　雅博（デザイン学部　教授） 16

平成30年11月4日 ロボットづくり講習会⑩ 三谷　篤史（デザイン学部　准教授） 10

平成30年11月10日 訪問看護スキルアップ講座2018 高橋　奈美（看護学部　講師） 53

平成30年11月17日 ロボットづくり講習会⑪ 三谷　篤史（デザイン学部　准教授） 9

平成30年11月18日 ロボットづくり講習会⑫ 三谷　篤史（デザイン学部　准教授） 12

平成30年11月18日 「夢見る研究フィールドのこぼれ話」⑤ 上遠野　敏（デザイン学部　教授） 34

平成30年12月4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　教授）

大野　夏代（看護学部　准教授）

鬼塚　美玲（看護学部　助手）

大瀧　真美（桑園メンタルクリニック

看護師　ヨーガ療法士）

吉武　ゆり（日本統合医療学会会員　

日本ﾖｰｶﾞ療法学会認定ﾖｰｶﾞ療法士）

23

平成30年12月21日 まちの健康応援室ミニ出張講座⑤ 山本　真由美（看護学部　講師） 9

平成30年12月22日 まちの小さな音楽会③
武田　亘明（デザイン学部　准教授）

上村　理惠、奥村　香織、前川 早恵美
79

平成31年2月9日 パリの街とデザイン（その3） 安齋　利典（デザイン学部　教授） 25

平成30年2月13日 まちの健康応援室ミニ出張講座⑥ 大友　舞（看護学部　助手） 9

平成31年2月16日 まちの小さな音楽会④
武田　亘明（デザイン学部　准教授）

渋谷　　環、皆川　勝美
80

平成31年2月22日 将来人口推計をどう行い、どう使うか 丸山　洋平（デザイン学部　准教授） 27

平成31年2月23日 クリエイティブコーディングスクール2019①

石田　勝也（デザイン学部　講師）

田島　悠史（デザイン学部　助教）

吉岡　純希（看護師、メディカルデザ

インエンジニア）

7

平成31年2月24日 ロボットづくり講習会⑬ 三谷　篤史（デザイン学部　准教授） 6

平成31年3月2日 クリエイティブコーディングスクール2019②
石田　勝也（デザイン学部　講師）

田島　悠史（デザイン学部　助教）

松波　直秀（antymark.llc.代表）

6

平成31年3月16日 災害を考える／災害から考える

福田　大年（デザイン学部　講師）

工藤　京子（看護学部　講師）

大坪　秀幸（厚真町　理事）

長瀧　夢子（厚真町まちづくり推進課

企画調整グループ　主任）

162

平成31年3月17日 ロボットづくり講習会⑭ 三谷　篤史（デザイン学部　准教授） 7



 

－ 99 －

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31年3月17日 ロボットづくり講習会⑮ 三谷　篤史（デザイン学部　准教授） 5

平成31年3月17日 ロボットづくり講習会⑯ 三谷　篤史（デザイン学部　准教授） 4

平成31年3月23日 真駒内、そこに何があった？

金子　晋也（デザイン学部　助教）

田中　亮平（街歩きで札幌を知る会代

表）

87

　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30年6月19日
札幌市の文化財建造物をたどる＜夏＞　～春

の円山公園を探索しよう～明治時代初期に作

られた公園～

羽深　久夫（デザイン学部　教授）

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）

27

平成30年6月26日
札幌市の文化財建造物をたどる＜夏＞　～春

の円山公園を探索しよう～明治時代初期に作

られた公園～

羽深　久夫（デザイン学部　教授）

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）

17

平成30年9月4日 札幌の文化財建造物をたどる＜秋＞～大通公

園の今むかし～

羽深　久夫（デザイン学部　教授）

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）

27

平成31年2月19日 実践者から学ぶ！障がいを持つ子どものため

にできること

羽深　久夫（デザイン学部　教授）

勝見　　馥（社会福祉法人藻岩この実

会ほっと相談センター管理者）

8

平成31年2月26日 札幌の文化財建造物探訪＜冬＞ ～真宗大谷派

（東本願寺）札幌別院～

羽深　久夫（デザイン学部　教授）

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）

43

平成31年3月5日 札幌の文化財建造物探訪＜冬＞ ～真宗大谷派

（東本願寺）札幌別院～

羽深　久夫（デザイン学部　教授）

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）

43

　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30年10月13日

札幌市立大学・道総研共同セミナー

『知（ち）活（いき）ゼミナール2018』
「その健康情報大丈夫？‐かしこいサプリメ

ントの選び方‐」（喜多）

「発酵食品と健康　～乳酸菌の優れた力と

は！？～」（八十川）

喜多　歳子（看護学部　教授）

八十川 大輔（道総研　食品加工研究

センター　研究主幹）

58
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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

中島　　秀之

札幌国際芸術祭実行委員会／副会長 札幌国際芸術祭実行委員会

公立大学法人会津大学参与会／参与 公立大学法人会津大学

（公財）本田財団／理事 （公財）本田財団

札幌AIラボ／顧問（エグゼクティブ・アドバイザー） （一財）さっぽろ産業振興財団

ポスト「京」重点課題推進ワーキンググループ萌芽的

課題サブワーキンググループ委員／委員
文部科学省（研究振興局）

「業務車両オペレータの安心・安全な労働環境実現の

ための総合バイタルﾙ情報解析システムの研究開発」

推進委員会／アドバイザー

北海道科学技術総合振興センター（ノース

テック財団）

「科学技術の中長期的発展と将来社会像に関する調

査」における「ICT・アナリティクス・サービス分科

会」委員会／委員

（公社）未来工学研究所

日本学術会議連携会員／委員 日本学術会議事務局

人工知能に関する技術調査とビッグデータへの応用研

究への助言／客員研究員
国立研究開発法人理化学研究所

公立大学法人宮城大学評価委員会／委員 宮城県

未来社会創造事業研究開発鵜遠泳会議／委員 国立研究開発法人科学技術振興機構

データ流通環境整備検討会オープンデータワーキング

グループ構成員／委員
内閣官房情報通信技術総合戦略室

本田賞選考委員会／委員 （公財）本田財団

AI白書編集委員会／委員 （独法）情報処理推進

未踏事業審査委員会／委員 （独法）情報処理推進

未来AI研究センター／顧問 公立大学法人はこだて未来大学

「次世代人工知能・ロボット中核技術開発」H30採択

委員会／委員

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術

総合開発（NEDO）

IoT新時代の未来づくり検討委員会／委員 総務省

特定非営利活動法人産学連携推進機構／理事 （特非）産学連携推進機構

「石黒共生ヒューマンロボットインタラクションプロ

ジェクト」事後評価委員／委員
国立研究開発法人科学技術振興機構

「環境分野へ最新の情報技術の適用に関する検討会」

に係る委員会／委員
みずほ情報総研㈱

㈱未来シェア役員／取締役 ㈱未来シェア

細谷　　多聞

「札幌スタイル認証審査委員会」／委員 札幌市（経済観光局）

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）

「札幌スタイル認証製品カタログ2019原稿制作業

務」企画競争実施委員会／委員
札幌市（経済観光局）

平成30年度コンテンツ活用促進事業費補助金審査委員

会／委員
（一社）さっぽろ産業振興財団

城間　　祥之

「基幹系-住民記録等システム運用保守業務」の落札

者決定基準の決定に係る学識経験者への意見聴取／ア

ドバイザー

札幌市（総務局）
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教員名 名称／役職 自治体名・主催団体名

城間　　祥之
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）

上遠野　　敏

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
北海道空知総合振興局

「アートボックス2019」審査委員会／委員 さっぽろ駅総合開発㈱

2018八剣山ワイン・ラベルデザインコンペティショ

ン／審査員

2018八剣山ワイン・ラベルデザインコンペ

ティション実行委員会

蓮見　　　孝

企画競争実施委員会兼愛称候補案選定委員会／委員 札幌市（市民文化局）

地（知）の拠点大学による地方創生推進事業（COCプ

ラス）「茨城と向き合い茨木に根差ざし、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会

／委員

茨城大学

30つくば市地域拠点活力共創マネジメント事業推進業

務委託公募型プロポーザル企画提案審査委員会／委員
つくば市（都市計画部）

齊藤　　雅也

BIS認定事業に係る試験講習委員会／委員 （一社）北海道建築技術協会

平成30年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金

（木材利用による業務用施設の断熱性能効果検証事

業）に係る審査委員会／委員

（公財）北海道環境財団

熱環境運営委員会・バイオクライマティックデザイン

小委員会・環境ライフスタイル普及小委員会／委員
（一社）日本建築学会

中高層建築物紛争調整委員会／委員 札幌市（都市局）

NPO法人パッシブシステム研究会／顧問 NPO法人パッシブシステム研究会

羽深　　久夫

「（仮称）札幌市歴史的資産保存活用推進方針検討委

員会」／委員
札幌市（市民文化局）

平成30年度北海道赤レンガ建築賞審査委員会／委員 北海道

社会福祉法人藻岩この実会／理事 （社福）藻岩この実会

平成30年度札幌市保養センター駒岡運営協議会／委員
（社福）札幌市社会福祉協議会札幌市保養セン

ター駒岡

厚真町都市計画審議会専門委員／委員 厚真町（まちづくり推進課）

北海道建築審査会委員／委員 北海道

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

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

「札幌市歴史文化基本構想策定委員会」／委員 札幌市（市民文化局）

北海道文化財保護審議会／委員 北海道教育委員会

「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（総務課企画室）

札幌芸術の森運営協議会／委員 （公財）札幌市芸術文化財団

「北海道史編さん委員会」／委員 北海道

北海道建設部建築局総合評価検討会／委員 北海道

上ノ国町史編さん事業に係る上ノ国八幡宮本殿の調査

／調査員
上ノ国町教育委員教育長

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
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教員名 名称／役職 自治体名・主催団体名

矢部　　和夫

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

「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

札幌芸術の森運営協議会／委員 （公財）札幌市芸術文化財団

平成30年度再生可能エネルギー導入検討に向けた植生

調査植生図作成委託業務に係る北海道ブロック調査会

議検討委員／委員

㈱地域環境計画

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

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／専門員
北海道

「平成30年度環境に配慮した再生可能エネルギー導入

検討に向けた植生調査植生図作成委託業務（北海道ブ

ロック2）」のうち、植生図作成業務に係る北海道ブ

ロック調査会議／委員

㈱エコニクス

タンチョウも住めるまちづくり検討協議会／委員 （公財）日本生態系協会

美唄市宮島沼の水環境の保全と再生に関する検討会議

／委員
美唄市

山田　　　良
「500m美術館専門委員会」／委員 札幌市（市民文化局）

「第3回手造通クラフト作品コンテスト」／審査委員長 札幌市（西区役所地域振興課）

若林　　尚樹

教育推進委員会／委員長・協会委員 （公財）画像情報教育振興協会

戦略的情報通信研究開発推進事業（SCOPE）専門委

員／委員
総務省

張　　　浦華 北海道陶芸会50周年記念事業実行委員会／委員 北海道陶芸会

椎野　亜紀夫

札幌市都市計画審議会／委員 札幌市（まちづくり政策局）

岩見沢市都市計画審議会／委員 岩見沢市（建設部都市計画課）

北海道土地利用審査会／委員 北海道

北海道国土利用計画審議会／委員 北海道

札幌市の設置する都市公園の指定管理者選定に伴う選

定委員会／委員
札幌市（建設局）

北海道広域緑地計画見直しに関する懇談会／委員 北海道

北広島市都市公園の基準等に関する懇談会／委員 北広島市（企画財政部）

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）

武田　　亘明

いじめ問題調査委員会／委員 当別町教育委員会

小中一貫教育推進懇談会／アドバイザー 当別町教育委員会

第14期北海道生涯学習審議会／委員 北海道教育委員会

一体型義務教育学校建設検討委員会／アドバイザー 当別町教育委員会

丸山　　洋平

人口移動調査研究プロジェクト委員会／委員 国立社会保障・人口問題研究所

「高浜町の人口動態分析と将来人口推計」業務／研究員 公立大学法人福井県大学

「神奈川県人口推計・分析共同研究会」／研究員 （一社）政策人口研究所

三 谷 　 篤 史

平成30年度厚生労働省委託事業（日本作業療法士協会

受託）北海道介護ロボットのニーズ・シーズ連携協調

協議会／委員

（一社）日本作業療法士協会
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教員名 名称／役職 自治体名・主催団体名

森　　　朋子

国指定史跡越中五箇山相倉集落及び越中五箇山菅沼集

落にかかる保存活用計画策定委員会／委員
南砺市（ブランド戦略部）

「歴史的集落の復興に向けた調査及び検討業務」／研

究員
神戸芸術工科大学

山田　　信博
平成30年度地域活動の場整備支援事業審査委員会／委員 札幌市（市民文化局）

札幌市広告／アドバイザー 札幌市（建設局）

石田　　勝也
札幌市文化芸術基本計画検討委員会／委員 札幌市（市民文化局）

SIAFラボのプロジェクト／ディレクター 札幌国際芸術祭実行委員会

片山　めぐみ

札幌市開発審査会／委員 札幌市（都市局）

平成30年度町内会加入促進啓発事業企画競争実施委員

会／委員
札幌市（市民文化局）

平成30年度地域活動の場整備支援事業審査委員会／委員 札幌市（市民文化局）

札幌市緑の審議会／委員 札幌市（建設局）

札幌市都市計画審議会／委員 札幌市（まちづくり政策局）

安平町未来創生委員会／アドバイザー 安平町（企画財政課）

大通東2丁目の土地利用に係る公募プロポーザル選定

委員会／委員
札幌市（まちづくり政策局）

札幌市動物愛護管理推進協議会／委員 札幌市（保健福祉局）

石狩市空家等対策協議会／委員 石狩市（建設水道部）

札幌市景観審議会／委員 札幌市（まちづくり政策局）

「平成30年度女性の多様な働き方支援窓口運営事業こ

こシェルジュSAPPORO運営業務」規格競争実施委員

会／委員

札幌市（経済観光局）

「札幌エルプラザ公共4施設4階多目的フリースペース

等に係るデザイン及びレイアウト業務」規格競争実施

委員会／委員

札幌市（経済観光局）

真駒内駅前地区まちづくり検討委員会／委員 札幌市（まちづくり政策局）

北5西1・西2地区基本構想に係る有識者会議／委員 札幌市（まちづくり政策局）

北海道住宅対策審議会／委員 北海道

小宮　加容子

平成30年度厚生労働省委託事業（日本作業療法士協会

受託）北海道介護ロボットのニーズ・シーズ連携協調

協議会／委員

（一社）日本作業療法士協会

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）

札幌スタイル認証審査委員会／委員 札幌市（経済観光局）

食のまち・さっぽろフェストinチ・カ・ホ2019企画

運営業務に係る企画競争実施委員会／委員
札幌市（保健所）

とくとく検診PRポスターの図案選考委員会／委員 札幌市（保健福祉局）

Ｐ検リニューアル／アドバイザー ㈱ベネッセコーポレーション

須之内　元洋 SIAFラボ／アドバイザー（テクニカル・フェロー） 札幌国際芸術祭実行委員会
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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 北海道看護協会継続教育のあり方検討委員会／委員 （公社）北海道看護協会

松浦　　和代

札幌市都市計画審議会／委員 札幌まちづくり政策局都市計画部都市計画課

林業成長産業化総合対策補助金（木材需要の創出・輸

出力強化対策、民間部門主導の木造公共建築物等整備

推進事業のうち各業界分野における民間部門主導の木

造公共建築物等整備推進）「医療・福祉施設木材利用

促進検討委員会」／委員

（一社）木を活かす建築推進協議会

川村　三希子

（特非）日本ホスピス緩和ケア協会　　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
（特非）日本ホスピス緩和ケア協会

「ELNEC-J高齢者プログラム研修会」／委員 （公社）北海道看護協会

「ELNEC-J高齢者プログラム研修会」／ファシリ

テーター
（公社）北海道看護協会

「エンド・オフ・ライフ・ケア（ELNEC-J）研修

会」／運営委員
（公社）北海道看護協会

「エンド・オフ・ライフ・ケア（ELNEC-J）研修

会」／講師、ファシリテーター及び実施責任者
（公社）北海道看護協会

北海道地区FD・SD推進協議会／監事 北海道地区FD・SD推進協議会

中村　　惠子

札幌市救急業務検討委員会／委員 札幌市（消防局）

専門看護師認定委員会／委員 （公社）日本看護協会

プロトコール専門委員会／委員 札幌市（保健福祉局）

猪股　千代子 北海道地区FD・SD推進協議会／監事 北海道地区FD・SD推進協議会

喜多　　歳子
北海道建築審査会／委員 北海道

科学研究費委員会／専門委員 (独)日本学術振興会

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

長期療養を目的とした施設におけるリハビリテーショ

ンの在り方等に関する調査検討委員会／委員
みずほ情報総研㈱

Urology Today Vol,25 No,4 の原稿／執筆・監修 アステラス製薬㈱営業本部

菅原　　美樹

認定看護師認定実行委員会（救急看護）／委員 （公社）日本看護協会

認定看護分野統合に向けた検討ワーキンググループ／

委員
（公社）日本看護協会

認定看護分野基準カリキュラム検討ワーキンググルー

プ／委員
（公社）日本看護協会

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

守村　　　洋

札幌市社会福祉総合センター管理運営委員会／委員 (福)札幌市社会福祉協議会

札幌市社会福祉協議会権利擁護審査会／委員 (福)札幌市社会福祉協議会

北海道精神医療審査会／委員 北海道

北海道精神保健協会／機関紙編集委員 北海道精神保健協会

札幌市自殺対策実務担当者意見交換会／委員 札幌市精神保健福祉センター

渡邉　由加利

桶谷式母乳育児推進協会本部セミナーにおける北海道

ブロック看護研究発表アドバイザー
（一社）桶谷式母乳育児推進協会

研究「産後うつとソーシャルサポートの関係」／アド

バイザー
(医)プリモウイメンズクリニック
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教員名 名称／役職 自治体名・主催団体名

髙橋　　奈美 日本専門看護師協議会／編集委員 日本専門看護師協議会

山本　真由美 北海道看護協会札幌第1支部／助産師職能委員 （公社）北海道看護協会



 

－ 106 －

社会活動Ⅳ 　　４　専門職支援・セミナー講師等

４　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30年度受講者18名（修了者17名）

開催期間 教科目/時間 単元 講義・演習・実習（時間数） 講師

第Ⅰ期（12日間）

平成30年8月21日
〜9月5日

第Ⅱ期（14日間）

平成30年10月30日
〜11月16日

第Ⅲ期（12日間）

平成31年1月8日
〜24日

保健医療福祉政

策論/33時間 

1.社会保障の概念 講義（3） ★柏　　浩文

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） ★伊藤　　智

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）

★北村　和宏

★工藤　昭子

★須田　倫子

★坂上　真弓

★仁木 恵美子

★本間　美恵

　猪股 千代子

　古都　昌子

7.小論文プレゼンテーション 演習（3）
　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） ★スーディ神崎 和代

★砂山　圭子

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

★高橋 久美子

★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） ★渡邊　寧子

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）

★宮城　領子

★児玉 真利子

★須田　倫子

6.看護経営の今後のあり方 講義（6） ★齋竹　一子

★深澤　優子

7.労務管理 講義（6） ★和田　昌代

★櫛引　久丸
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第Ⅰ期（12日間）

平成30年8月21日
〜9月5日

第Ⅱ期（14日間）

平成30年10月30日
〜11月16日

第Ⅲ期（12日間）

平成31年1月8日
〜24日

経営管理論/60時
間

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）

★佐藤 ひとみ

★田所　亮一

★田中 いずみ

★中野　和美

★萩原　直美

★樋渡 ひとみ

　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） 　中島　秀之

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

★渋谷　洋子

★中山 日登美

★的場 由紀子

★山谷　敦子

　猪股 千代子

　古都　昌子

★印：非常勤講師等
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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

中島　　秀之

平成30年5月11日 「AIとシンギュラリティ」／講師
（一社）日本オプトメカトロニク

ス協会

平成30年5月16日 21世紀の医療保障制度を考える会／講師
21世紀の医療保障制度を考

える会

平成30年7月12日 「ブロードバンド・ユビキタス調査会」／講師 （一社）電気通信協会

平成30年7月13日 トヨタ技術会「技術者の1日」／講師 トヨタ技術会

平成30年7月20日 「エグゼクティブ マネジメントプログラム」

（SCSK㈱リーダー育成研修）／講師
㈱不識庵

平成30年7月31日 「経団連フォーラム21」7月講座講演／講師 （一社）経団連事業サービス

平成30年8月11日・

12日 2018年度科学セミナー／講師 日本物理学会

平成30年8月24日 ㈱アックス  セミナー／講師 ㈱アックス

平成30年9月7日 「次世代産業フォーラムin KOBE（AI編）」

／講師
神戸商工会議所

平成30年9月12日 Sapporo AI Lab講演／講師 （一財）さっぽろ産業振興財団

平成30年10月7日 第22回日本統合医療学会学術大会における講

演／講師

第22回日本統合医療学会学

術大会

平成30年10月18日 自治労「AIと自治体行政」研究会講演／講師 全日本自治団体労働組合

平成30年10月20日 中小企業立国の会　立国フォーラムにおける講

演／講師
中小企業立国の会

平成30年10月23日 ファーストコールカンパニー（FCC）トップ

会沖縄／講師
㈱タナベ経営 沖縄支社

平成30年11月6日 札幌市立病院院内講演／講師
札幌市病院事業管理者

（市立札幌病院長）

平成30年11月9日 産研テクノサロンスペシャル1の講演／講師
国立大学法人大阪大学

産業科学研究所

平成30年11月20日 年次大会全大会での基調講演／講師 （一社）大学ICT推進協議会

平成30年12月6日 ViEW2018特別講演／講師 （公社）精密工学会

平成30年12月18日
国民の安全を守るプロとして教育訓練を積む幹

部警察官に対し、自由な内容、演題での特別講

演／講師

警察大学

平成31年1月14日 Singularity U Kyoto Chapter/講師 Impact Hub Kyoto

平成31年1月17日 平成30年度北海道地区幹部行政官セミナー/講
師

人事院北海道事務局

平成31年1月28日 札幌日経懇話会での講演／講師 日本経済新聞社札幌支社

平成31年3月5日 「深層学習の先にあるものー記号推論との融合

を目指して」第2回講演／講師

東京大学大学院情報理工学

系研究科

平成31年3月20日 ひろしまIT融合フォーラム「特別講演会並びに

IT融合研究会成果発表会」講演／講師
ひろしまIT融合フォーラム
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蓮見　　　孝

平成30年9月28日 「社会福祉施設になぜアートが必要なのか

（仮）」／講師

（一社）全国軽費老人ホーム協議

会

平成30年10月8日 第22回日本統合医療学会学術大会における講

演／講師

（一社）全国軽費老人ホーム協議

会

安齋　　利典 平成30年12月27日 ユニバーサルデザインセミナー／講師
（一社）旭川ウェルビーイング・

コンソーシアム

齊藤　　雅也 平成30年12月18日 平成30年度北海道旭川西高等学校「SS特別講

座」／講師
北海道旭川西高等学校

羽深　　久夫

平成30年6月12日、

9月4日、9月11日、

平成31年2月26日、

3月5日

「さっぽろ市民カレッジ講座」／コーディネー

ター
札幌市生涯学習センター

平成30年6月26日 「さっぽろ市民カレッジ2018春・夏期講座」

／コーディネーター
札幌市生涯学習センター

平成31年2月19日 「さっぽろ市民カレッジ2019冬期講座」／

コーディネーター
札幌市生涯学習センター

平成31年2月26日、

3月5日
「さっぽろ市民カレッジ2019冬期講座／コー

ディネーター及び講師
札幌市生涯学習センター

矢部　　和夫
平成30年6月17日 観察会「ひらおか春の湿生植物観察ツアー」／

講師
（公財）札幌市公園緑化協会

平成30年6月18日 「円山地区の外来種問題」／講師 札幌市立宮の森中学校

山田　　　良 平成30年10月20日 景観まちづくり塾「歴史とアートと景観まちづ

くり」／講師
（一社）北海道建築士会

若林　　尚樹 平成31年2月7日 ユニバーサルデザイン講座／講師
（一社）旭川ウェルビーイング・

コンソーシアム

張　　　浦華 平成30年9月20日 陶芸教室／講師 家庭教育学級まま～ず

武田　　亘明 平成30年8月3日 平成30年度北海道高等学校産業教育実技講座

／講師
北海道教育庁学校教育局

丸山　　洋平
平成30年11月16日 新宿人口・世帯推計に関する調査／アドバイ

ザー
新宿区新宿自治創造研究所

平成30年12月21日 平成30年度神奈川県地域人口研究会／講師 神奈川県

三谷　　篤史
平成30年10月27日
～28日

アイデア対決・全国高等専門学校ロボットコン

テスト2018北海道地区大会／審判員

全国高等専門学校ロボットコ

ンテスト2018北海道地区大

会

藤木　　　淳

平成30年4月7日 シカクノフシギトークイベント／講師 三菱みなとみらい技術館

平成31年1月14日
～18日

企画展「アルスエレクトロニカ イン ザナレッ

ジキャピタル　vol.9 PLAYWAREアルゴリズ

ムでつくる遊び展」／講師

アルスエレクトロニカ

片山　めぐみ

平成30年10月20日
地域で健康でいきがいを持ち、アクティブに暮

らす住民を増やすことを目的とした研修会「ア

クティブな暮らしのはじめ方」講演／講師

㈱北海道二十一世紀総合研究

所

平成31年2月16日
地域で健康でいきがいを持ち、アクティブに暮

らす住民を増やすことを目的とした研修会「ゆ

るわく！地域生活のススメ」講演／講師

㈱北海道二十一世紀総合研究

所

福田　　大年 平成30年8月28日 平成30年度後志教育研修センター研修講座／

講師
後志教育研修センター

　　４　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

福田　　大年
平成31年2月5日 食品企業向けパッケージデザインセミナー／講

師
旭川食品産業支援センター

平成31年2月16日 勉強会「OthloEvent」UXデザイン講座／講師 ㈱アクアリング

　　②　看護学部

教　員　名 開催日・期間 内容・タイトル 主催者

松浦　　和代
平成30年6月12日
平成30年6月14日 札幌医科大学附属病院　実地指導者研修の講師

北海道公立大学法人札幌医

科大学附属病院

川村　三希子

平成30年7月28日
平成30年7月29日

「ELNEC-J高齢者プログラム研修会」ファシ

リテーター
（公社）北海道看護協会

平成30年8月23日
平成30年8月24日

「エンド・オフ・ライフ・ケア（ELNEC-J）研

修会」講師、ファシリテーター及び実施責任者
（公社）北海道看護協会

中村　　惠子 平成30年12月8日 北海道看護協会苫小牧支部医療安全ワーク

ショップの講師

（公社）北海道看護協会苫小牧支

部

卯野木　　健

平成30年6月30日 日本集中治療医学会第2回関東甲信越支部学術

集会の講師

ファイザー㈱

日本集中治療医学会第2回関

東甲信越支部学術集会

平成30年7月7日 「第10回JSEPTIC看護部会セミナー」の講師

及び運営幹事
（特非）日本集中治療教育研究会

平成30年8月24日
平成31年2月15日

平成30年度筑波大学附属病院看護師特定行為

研修の講師
筑波大学附属病院

平成30年9月28日 平成30年度集中ケア認定看護師教育課程の講師 杏林大学医学部付属病院

平成30年12月1日
平成30年12月13日
平成31年1月

WEBセミナー　早期離床を目指すクリティカ

ルケア　PICS/ICU-AW対策の講師
メディバンクス㈱

平成30年12月15日 「第13回JSEPTIC看護部会セミナー」の講師 （特非）日本集中治療教育研究会

菊地　ひろみ

平成30年5月30日
平成30年7月1日～

平成31年3月31日

院内看護職員研修「看護研究」に係る看護研究

導入講義の講師及び看護研究導入指導

JA北海道厚生連札幌厚生病

院

平成31年2月22日 平成30年度雇用管理改善推進事業　経験交流

会の講師

（公財）介護労働安定センター北

海道支部

喜多　　歳子

平成30年9月29日 「日本・フィンランドにおける第三年代」セミ

ナーの講師
北海道フィンランド協会

平成30年4月1日～

平成31年3月31日 環境健康科学研究教育センターの招へい教員
環境健康科学研究教育セン

ター

定廣　和香子

平成30年6月12日
平成30年6月19日
平成30年6月19日
平成30年7月10日

平成30年度北海道専任教員養成講習会の講師

「看護論」
（公社）北海道看護協会
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教　員　名 開催日・期間 内容・タイトル 主催者

神島　　滋子

平成30年4月1日～

平成31年3月31日
（月1～2回）

北海道済生会小樽病院看護部の看護指導講師
（社福）恩賜財団済生会支部北海

道済生会小樽病院

平成30年4月21日 平成30年度北海道女性医師の会総会講演会の

講師
北海道女性医師の会

平成30年7月4日 平成30年度看護職員研修「看護研究　量的講

義」の講師
市立札幌病院

平成30年8月4日 看護師新人研修の講師
日本脳神経看護研究学会北

海道部会

平成30年12月25日 「わたしの生き方・逝き方セミナー終活

2018」セミナーの講師
（社福）札幌市社会福祉協議会

藤井　　瑞穂
平成30年7月1日～

平成31年3月31日
院内看護職員研修「看護研究」に係る看護研究

導入指導

JA北海道厚生連札幌厚生病

院

古都　　昌子

平成30年5月1日 平成30年度看護職員研修「臨床指導者研修」

の講師
市立札幌病院

平成30年6月～9月
期間内で5回

「平成30年度北海道専任教員養成講習会」演

習担当講師
（公社）北海道看護協会

平成30年10月25日 斗南病院看護管理者研修会の講師
国家公務員共済組合連合会　

斗南病院

平成30年10月27日 全国国立病院看護部長協議会北海道東北支部北

海道地区研修会の講師

全国国立病院看護部長協議

会

平成30年11月5日 帯広病院看護職員研修「継続教育の企画」「看

護研究」の講師

北海道社会事業協会帯広病

院

本田　　　光 平成31年2月9日 平成30年度 （一社）日本看護研究学会北海道地方

会特別講演会の講師

日本看護研究学会北海道地

方会

三上　　智子 平成30年7月17日 健康講話の講師「高校生としての性への対応に

ついて」
市立札幌平岸高等学校

村松　　真澄

平成30年4月28日 一般口演5「口腔ケアの標準化」
第15回日本口腔ケア学会総

会・学術大会

平成30年5月19日 第67回日本口腔衛生学会・総会の講師 第67回日本口腔衛生学会

平成30年6月18日 平成30年度第2期桑園交流大学第5講座の講師

「お口の健康のために」
桑園交流ネットワーク

平成30年6月30日 浅香山病院院内研修会の講師　平成30年度　

トピックス研修会
（公財）浅香山病院

平成30年7月11日 施設内研修の講師「食支援困難症例のケア」

（社福）札幌明啓院　特別養護老

人ホームフローラルさつな

え

平成30年8月5日 口腔ケアと歯科口腔機能管理による連携研修会

の講師
（一社）山梨県歯科医師会

平成30年7月29日
平成30年8月25日

「日本口腔看護研究会　北海道　口腔ケア実践

セミナーin札幌」の講師
日本口腔看護研究会

平成30年8月30日 地域介護関係職員の医療に関する知識を深める

ことを目的とした研修の講師
（社福）大悲会

平成30年10月19日 講演会「口腔ケアの重要性」～誤嚥性肺炎との

関係性～講師

（社福）愛全会　高齢者総合福祉

施設サン・グレイス
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社会活動Ⅳ 　　４　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

守村　　　洋

平成30年5月17日 平成30年度「生活支援員登録に向けた研修・

説明会」の講師
（社福）札幌市社会福祉協議会

平成30年8月2日 平成30年度札幌市教育センター専門研修（教

養研修）の講師
札幌市教育委員会

平成30年8月10日 「精神科訪問看護基本療養指導に係る研修　研

修会」の講師
（公社）北海道看護協会

平成30年8月22日 平成30年度札幌市学校経営研修の講師 札幌市教育委員会

平成30年9月25日 平成30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
（社福）札幌市社会福祉協議会

平成30年11月1日 平成30年度札幌市市民後見人養成研修の講師 （社福）札幌市社会福祉協議会

平成30年12月3日
平成31年3月4日

平成30年度「生活支援員登録に向けた研修・

説明会」の講師
（社福）札幌市社会福祉協議会

平成30年12月13日 啓明中学校区　青少年健全育成推進会主催　講

演会
札幌市立啓明中学校

平成31年2月20日
札幌市中央区保健福祉課「自立支援協議会中央

区地域部会との協働による地域密着型自殺対策

事業」における自殺対策勉強会への講師

㈱石塚計画デザイン事務所

武冨　貴久子

平成30年6月22日
平成31年2月22日
全8回

看護研究指導と看護研究研修会の講師「看護研

究の実際」
砂川市立病院

平成30年10月6日 標準模擬患者指導教員 北海道大学医学研究院

平成30年11月30日 看護研究グループへのアドバイス 町立中標津病院

野呂田美菜子 平成31年2月20日
札幌市中央区保健福祉課「自立支援協議会中央

区地域部会との協働による地域密着型自殺対策

事業」における自殺対策勉強会への講師

㈱石塚計画デザイン事務所

檜 山 　 明 子

平成30年2月から

3月のうち1日間1
時間程度

いとう整形外科病院看護職学習会の講師 いとう整形外科病院

矢野　祐美子 平成31年1月29日　
苫小牧市立病院「実習指導者研修Ⅰ・プリセプ

ター研修Ⅰ」の講師
苫小牧市立病院

山本　真由美 平成31年2月16日 平成30年度看護研究発表会・2019年度札幌第

1支部大会への出席

北海道看護協会　札幌第1支
部

鬼 塚 　 美 玲

平成30年7月1日～

平成31年3月31日
院内看護職員研修「看護研究」に係る看護研究

導入指導

JA北海道厚生連札幌厚生病

院

平成30年8月～

平成31年3月

特別養護老人ホームへいわの郷施設内研修会の

講師「特別養護老人ホームにおける職員の組織

化」

（社福）博栄会特別養護老人ホー

ムへいわの郷

牧 田 　 靖 子 平成30年10月24日 講座「子どものケガの初期対応」の講師 まなびデザイン
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社会活動Ⅳ 　　５　国際交流実績

５　国際交流実績

年月日 内容

平成30年4月19日 報告 スタートアップ演習での国際交流事業報告会を実施

平成30年6月6日 受入 ラップランド大学の国際交流担当者1名が交流促進のため来学

平成30年7月25日
～28日 派遣 アメリカ・ポートランドへの札幌市訪問団に中島学長が同行

平成30年8月27日
～28日 受入 台中科技大学の教員3名、康寧大学の教員3名が学内研究交流会を視察

平成30年8月1日 その他

ラップランド大学との共同で遠隔システムを活用した教育プログラムを設定し、

フィンランド教育行政機関が公募した補助金プログラムに応募。不採択だった

が、継続して、共同で教育プログラムを検討

平成30年8月26日
～9月2日 派遣 華梵大学主催台日デザインワークショップに教員2名、学生12名を派遣

平成30年9月13日 その他
台中科技大学から中島学長に宛てた北海道胆振東部地震のお見舞いメールを受

信

平成30年9月5日 受入 台湾芸術大学の教員2名、学生4名が大学見学のため来学

平成30年9月15日
～23日 受入

本学で開催した国際交流ワークショップにPacific Northwest Collage of 
Art[PNCA]からの教員1名、学生8名を受入

平成30年9月23日
～29日 派遣

Pacific Northwest Collage of Art[PNCA]で開催した国際交流ワークショップに

教員2名、学生7名を派遣

平成30年9月29日 その他

北海道フィンランド協会共催「日本とフィンランドにおける第三年代～日本

フィンランドのオンラインセミナー～」に本学教員1名、ラップランド大学教員

1名が参加

平成30年10月18日
～24日 受入 承徳医学院の教員1名、学生7名を学生交流プログラムに受入

平成30年12月10日 協定
台中科技大学と本学との学術交流協定締結のため、台中科技大学学長及び関係

者5名が来学

平成31年1月22日 受入
中国・同済大学他の教員17名、学生5名、民間事業者9名、通訳1名が施設見学で

来学

平成31年2月4日 その他

ラップランド大学の教員と学生がさっぽろ雪まつりに合わせて用意した雪と氷

の造形作品の制作に、学生2名及びラップランド大学からの特別聴講学生1名が

協力

平成31年3月20日
～26日 その他

ラップランド大学、ラップランド応用科学大学、ロヴァニエミ市近郊の口腔ケ

アや高齢者に係わる施設、病院を教員3名が訪問

平成31年3月21日
～29日 派遣 清華大学美術学院に国際交流推進を目的として学長及び教員1名を派遣

平成29年10月 受入 華梵大学から特別聴講学生2名を1年間受入（平成30年9月まで）

平成30年10月 受入
ラップランド大学から札幌大学に留学中の留学生1名を特別聴講学生として1年間

受入（令和元年9月まで）
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社会活動Ⅳ 　　６　サテライトキャンパスの利用状況

６　サテライトキャンパスの利用状況

利用目的 利用件数

セ ミ ナ ー 29

会 　 　 議
※内訳

　会議（学内者のみ）30
　産学連携・会議（学外者を含む）52

82

学 　 　 会 149

そ  の  他 0

合計 260


