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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

キウシト湿原保全基礎研究
2019年5月17日～

2020年3月6日

キウシト湿原のミズゴケ属再生試験区にオオミ

ズゴケとワラミズゴケを移植し、成長を追跡し

た。

登別市

AIを活用した公共事業の

最適化に関する研究

2019年5月24日～

2020年3月31日

AI技術を活用してごみ収集および除排雪を効

率化するため、データ分析、課題抽出を実施し

た。

ごみ収集については、日報データ等から現状を

把握し、適用するシステムを選定した。

除排雪については、過去7年分の排雪日報データ

を分析。受入先の雪堆積場・融雪施設を決定す

る際に、一元的に最適なマッチングを行うこと

で、作業を効率化できる可能性が示唆された。

札幌市

（まちづくり

政策局）

園内の注意喚起・禁止サ

インのデザイン研究

2019年7月9日～

2020年2月29日

円山動物園で多世代・多国籍の来園者に「フ

ラッシュ禁止」等の注意喚起をするため、実効

性のあるサインのデザインを検討した。

レンチキュラーレンズ（見る角度を変えると異

なる図像が提示される）サイン等を制作、寒帯

館への実験的設置を行い、来園者インタビュー

調査で効果を確認した。

また、園内サインのみで禁止行為を減らすこと

には限界があるとの認識に至り、トータルデザ

イン（方針）を提案した。

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

2019年7月9日～

2020年2月29日

円山動物園の「北海道ゾーン（仮称）」整備に

向けて、以下を実施した。

・景観要素を把握するための実地調査と記録

・導入検討種の生息域にみられる景観的特徴の

考察

・上記の情報に基づくグランドデザイン検討

札幌市

（環境局）

「動物園の森」を活用し

た効果的な環境教育の場

の創造に関する研究

2019年7月9日～

2020年2月29日

円山動物園の「動物園の森」の群落管理に利用

するため、相対光量子量と土壌含水率を場所ご

とに計測、比較分析した。

札幌市

（環境局）

札幌市ごみ収集可視化基

礎調査業務

2019年12月13日～

2020年3月31日

ごみ収集車の経路と積載量を随時把握するた

め、①ごみ収集の作業環境に耐えられる堅牢さ

②作業を阻害しない③作業員による機器操作が

不要―という要件を満たす機器を選定し、ごみ

収集車のデータ収集システムを構築した。

ごみ収集作業の最適化に向けたAIによる基礎

分析として、仮想の道路ネットワークを対象に

マルチエージェントシミュレーションを実施し

た。

札幌市

（まちづくり

政策局）
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　2）　共同研究（学外との連携）一覧

研究課題 期間 概要 委託者

高浜町の人口動態分析と

将来人口推計

2019年4月1日～

2020年3月16日

高浜町から提供された人口データ等を用い、高

浜町の家族形成の特徴、特に単身赴任者（有配

偶単身者）の量的把握と居住分布を分析。

単身赴任者が多い地区に対して、複数の仮定を

置いた将来人口推計を実施した。

福井県大飯郡

高浜町

深層学習を用いたコンク

リートの健全度判定に関

する研究

2019年11月13日～

2020年3月31日

ドライアイスペレットをコンクリートにぶつけ

て得られた衝撃音のスペクトルデータから、深

層学習を用いてコンクリート構造物が健全であ

るか否かを判別する非破壊検査方法の開発に取

り組んだ。

㈱メイセイ・

エンジニアリ

ング

作業用機械の知能化によ

る新しい製品・価値の創

出

2019年12月13日～

2020年3月31日

除雪機等の作業用機械の知能化により、降雪地

域の冬の困りごと解決に貢献する製品・価値を

創出するため、調査および関連研究者との意見

交換等を行った。

高齢化や作業事故の発生状況から、除雪機械の

高度化、作業の省力化へのニーズが高いことを

確認した。

㈱本田技術研

究所

ニューラルネットワーク

によるチ・カ・ホ人流推

定・予測モデルシステム

の構築

2020年2月3日～

2020年3月25日

札幌駅前通地下歩行空間（チ・カ・ホ）に設置

している人流センサーから収集した通行量デー

タを有効活用するため、ニューラルネットワー

クを用いて通過人数を推定・予測するモデルシ

ステムを構築した。

札幌市

（まちづくり

政策局）

札幌市における観光MaaS
ビジネス創出の可能性に

関する研究

2020年2月10日～

2020年3月31日

「札幌市ICT活用プラットフォーム」を活用し

たMaaS（Mobility as a Service）の実現に向

け、国外のMaaS動向を調査した。

文献調査に加え、オーストリア・ウィーン市で

行われたMaaSパイロットプロジェクトを調査

し、札幌での観光MaaS実現に向け、参考事例と

して活用可能であると確認した。

㈱ドーコン

気象情報とAI学習による

防災・生活情報の研究開

発

2020年2月18日～

2022年10月31日 2020年度継続中
（一財）日本気象協

会

構造物に負の影響を与え

ない凍結防止剤の研究

（その3）

2020年2月25日～

2020年9月30日 2020年度継続中
中日本高速道

路㈱

　3）　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

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

こども食堂における多世代交流のまちづくり 札幌藤野多世代交流ラボWAO! 片山 めぐみ

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

社会資源の見える化による福祉のまちづくり 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
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事業名 依頼元 担当教員

サッポロフラワーカーペット2019 SAPPOROフラワーカーペット実行

委員会
上遠野　敏

円山動物園の印象マップによる行動分析とその活用 札幌市（環境局） 若林　尚樹

南区オリジナルうちわの制作事業 札幌市（南区） 大渕　一博

カラフルブレインアートフェス2019 発達障がい理解促進委員会 田島　悠史

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 村松　真澄

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

武冨 貴久子

山本 真由美

「札幌市まちづくり戦略ビジョン・アクションプラン

2019」の表紙デザイン制作について
札幌市（まちづくり政策局） 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

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

第12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

みなみ・こそだてフェスタ！～なつまつり2019～ 札幌市南区保育・子育て支援セン

ター

若林　尚樹

小宮 加容子

大島　　卓

オリジナルプレートづくり (福)宏友会　 小宮 加容子

航空機のより快適でスムーズな利用のためのサービスデ

ザイン
㈱AIRDO 安齋　利典

若林　尚樹

Audio-Technica/no maps　アナログ・ワークショップ ㈱オーディオテクニカ
安齋　利典

若林　尚樹

株式会社AIRDO　CIマニュアルVer.3改定 ㈱AIRDO 安齋　利典

若林　尚樹

厚真町復興PR事業 厚真町
安齋　利典

福田　大年

インバウンド向けお土産関連新商材開発プロジェクト 凸版印刷㈱　北海道事業部 柿山 浩一郎

第10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

エコバッグデザインの制作 ごみ減量実践活動ネットワーク 福田　大年

南区健康寿命延伸Event　健活デー 札幌市（南区）

櫻井　繭子

山本 真由美

村松　真澄

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事務局
本田　　光

円山動物園PR事業（オリジナルデザイン入園券） 札幌市（環境局） 福田　大年

円山動物園PR事業（オリジナルマップ） 札幌市（環境局） 福田　大年

円山動物園PR事業（オリジナルPR動画） 札幌市（環境局）
若林　尚樹

福田　大年

手造通（てあるとおり）プロジェクト2019 札幌市（西区） 山田　　良

第25回　芸術の森地区文化祭 芸術の森地区連合会 羽深　久夫

ショップバックデザインコンペ ㈱土屋ホームトピア 上遠野　敏
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事業名 依頼元 担当教員

「やさしーる」デザイン （特非）北のユニバーサルデザイン協議会 柿山 浩一郎

北海道バリアフリーマップのデザイン （特非）北のユニバーサルデザイン協議会 柿山 浩一郎

No Maps 2019 Conference　北海道をどう変える？業界

ごとのイノベーションを考える

（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

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

健康づくり推進会

札幌市（南区）

高橋　奈美

けんこうフェスタ2019inちゅうおう 札幌市（中央区）
柏倉　大作

丸山　洋平

コロコロホタテ　パッケージデザイン募集 丸本本間水産㈱ 矢久保 空遥

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

UXデザインワークショップ 東京エレクトロン㈱
安齋　利典

柿山 浩一郎

藻岩下元気ハツラツ健康まつり 藻岩下地区社会福祉協議会 山本 真由美

冬の「雪あかり」イベントPRチラシの製作事業 札幌市（南区） 大渕　一博

「第71回さっぽろ雪まつりつどーむ会場」と連携した南

区ＰＲ事業
札幌市（南区） 大渕　一博

商品パッケージのデザイン及びブランディング開発 （特非）ステップバイステップ 若林　尚樹

令和2年度の教室計画のためのデータ分析 （一財）さっぽろ健康スポーツ財団 丸山　洋平

札幌交響楽団演奏会　広報宣伝用ロゴ制作 （公財）札幌交響楽団 福田　大年

　　１　地域貢献諸活動



－ 90 －

 社会活動Ⅳ
　4）　高大連携

　　①　デザイン学部　第13回高大連携公開講座

開催日 高校名 参加生徒数 タイトル 担当教員

2019年9月22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

29名 体験しよう「サウンド・ビ

ジュアライゼーション」
藤木　　淳

　　②　看護学部　高大連携講座

開催日・期間 高校名 受講生徒数 受講科目名 担当教員

2019年4月8日～

2019年12月5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

市立札幌大通高等学校

市立札幌開成中等教育学校

32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

6名 人間発達援助論

（演習・30時間）

◎小田　和美

　松浦　和代

　荒木　奈緒

　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

　　③　看護学部　模擬授業

開催日・期間 高校名 受講生徒数 受講科目名 担当教員

2019年9月23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

81名

ナイチンゲールとヘンダー

ソンから学ぶ看護師の役割
猪股 千代子

手と目で看（み）る看護の

観察技術
樋之津 淳子

　5）　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

2019年10月17日 北海道大麻高等学校
世界遺産と都市計画学　―地域の歴史・文

化を活かしたまちづくりへ―
森　　朋子

2019年10月17日 北星学園女子中学高等学校
遊びのデザイン　ワクワクを生み出すデザ

イン
小宮 加容子

2019年11月7日 市立札幌新川高等学校 デザインとは何か 矢久保 空遥
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開催日 高校名 テーマ 担当教員

2019年11月12日 市立札幌旭丘高等学校
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

2019年11月15日 北海道苫小牧東高等学校
私達の世界はメディアにあふれている

−媒介としてのメディア−
石田　勝也

2019年11月28日
2019年12月5日
2019年12月12日
2019年12月19日

北海道札幌手稲高等学校

デザイン・アートのアプローチで、新しい

価値交換やおカネの仕組みを考えてみよ

う！

須之内 元洋

　看護学部

開催日 高校名 テーマ 担当教員

2019年6月26日 北海道札幌厚別高等学校

あなたも「ゲートキーパー」になりません

か？　－身近に悩んでいる人がいたら、出

来ることから始めよう－

守村　　洋

2019年8月30日 市立札幌新川高等学校 家庭看護・医療 喜多　歳子

2019年10月25日 市立札幌藻岩高等学校 地域を看護する公衆衛生看護学 櫻井　繭子

2019年11月6日 市立札幌清田高等学校 メンタルヘルスと発達 守村　　洋

2019年11月7日 市立札幌新川高等学校 研究が語る「看護師が行う看護」 定廣 和香子

　6）　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

齊藤　　雅也

「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）、札幌市立大学
8名 2019年11月2日

防災訓練支援
札幌市南区真駒内地区連

合町内会
1名 2019年11月16日

～17日

防災訓練支援
北海道（総務部危機対策

局）、北見市
1名 2020年1月25日

～26日

セイヨウオオマルハナバチ（外来種）

の拡散防止運動に関わる動画公開（第8
回　CISEサイエンスフェスティバル　in 
チ・カ・ホ）

一般社団法人ちせ、北海

道セイヨウオオマルハナ

バチ対策推進協議会、北

海道生物多様性保全課

10名 2020年1月9日、

10日

町田　佳世子

BPW札幌クラブ副会長としてSDGsの
ジェンダー平等実現に向けた研究会の企

画・運営に参加

認定NPO法人日本BPW連

合会/BPW札幌クラブ
2019年10月5日

札幌クラブ副会長として女性の社会参画

支援の会の運営に参加
BPW札幌クラブ

2019年4月1日
～2020年3月31日

若林　　尚樹

みなみ・こそだてフェスタ！～なつまつ

り2019～,若林,小宮,大島,2019年7月～

2019年7月

札幌市こども未来局子育

て支援部南区保育・子育

て支援センター

33名 2019年7月27日

小林　　重人
体験学習講座「カードゲームで学ぶお金

のしくみ」の実施
能美市立寺井中学校 なし 2019年7月9日
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教員名 内容 主催者 参加学生数 参加日・期間

張　　　浦華
札幌大通りギャラリー美術館で行われた

作品展のためのハガキのデザイン
北海道陶芸会

2019年11月5日
～10日

丸山　　洋平
「けんこうフェスタ2019inちゅうおう」

での札幌市立大学の展示

居住と食から健康を考え

る（ポスター展示）、深

呼吸でリラックス（脳波

測定）、札幌市中央区保

健福祉部健康・子ども課

1名 2019年9月28日

横溝　　　賢 石へのいしき展
横溝研究室＋札幌市立大

学大学院生
11名 2020年2月28日

石田　　勝也 みすまい雪あかり2020 簾舞まちづくりセンター 2名 2020年2月8日

大島　　　卓
「みなみ・こそだてフェスタ」への大学

演習成果ポスターの出展

南区保育・子育て支援セ

ンター（ちあふる・みな

み）

32名 2019年7月27日

大渕　　一博

南区PRグッズ（ランチマット）制作

札幌市南区役所

1名 2019年11月

南区雪あかりフライヤー制作 44名 2019年12月

南区PRグッズ（LEDライト，ミニサコッ

シュ，ポストイット）制作
3名 2020年1月

さっぽろ雪まつり南区ブース展示パネル

制作
3名 2020年1月

「いきいき健康塾ほろかない」（体組成

測定データ管理システム構築）
幌加内町保険福祉課 2019年11月3日

片山　めぐみ

こども食堂事業企画および助成申請等の

指導

札幌藤野多世代交流ラボ

WAO! なし 通年

高齢者交流拠点事業企画の指導 NPO法人ゆとりの なし 通年

コミュニティレストラン事業企画、広報

活動の支援
風のごはんや なし 通年

金　　　秀敬 デザインマインドについて講演
北海道中小企業家同友会

産学官連携研究会
44名 2019年8月7日

小宮　加容子

ワークショップ「つくろう!てのひらたか

らばこ」の実施

つくろう!てのひらたから

ばこ、キッズデザイン協

議会

7名 2019年11月16日

オリジナルプレートづくりワークショッ

プの実施

ごはんをもっとおいしく

食べよう！オリジナルプ

レートづくり、社会福祉

法人　宏友会

5名 2019年7月28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まちの先生継続事業のサポート くらしラボまこまない 2019年4月～5月

市立札幌開成中等教育学校の課題（「自

分の住んでいる地域について調べる」）

の取材に協力

市立札幌開成中等教育学

校
2020年8月9日

矢久保　空遥
店頭エクステリアデザイン, メニューデザ

イン
居酒屋柔
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 社会活動Ⅳ
　看護学部

教員名 内容 主催者 参加学生数 参加日・期間

荒木　　奈緒

全国交流会支援、家族相談
表皮水疱症友の会　Debra 
Japan

2019年12月21日
～22日

活動支援、家族相談
北海道ターナー症候群家

族会
2019年10月6日

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
2019年9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
2019年8月

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
2019年9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
2019年8月

菊地　ひろみ

幹事
札幌ホスピス緩和ケア

ネットワーク

2019年4月1日
～2020年3月31日

そうえん健康茶話会講師 桑園交流ネットワーク 2019年10月28日

新人訪問ナース応援イベント「君こそス

ターだ」開催

「新人訪問ナースを応援

する会」
2019年6月29日

まちの健康応援室ボランティア 札幌市立大学 6名程度

2019年4月13日、

5月18日、6月8日、

7月13日、8月2日、

9月14日、9月14日、

10月26日、11月9日、

12月14日、2020年
1月25日、2月8日

大野　　夏代
医療通訳養成研修講師、医療通訳実務、

国際クッキング通訳

特定非営利活動法人エス

ニコ

2019年4月6日、

4月27日、6月1日、

6月8日、8月10日、

8月17日、8月24日、

9月7日、9月21

貝谷　　敏子
外部倫理審査委員

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

2020年3月10日

運営ボランティア 第29回小児看護学会 2019年8月3日・4日

神島　　滋子

出版予定の著書の構成などの相談（編集

についての相談を3回にわたってうける。

メール、対面を含む）

脳外傷友の会コロポックル 2020年2月～3月

藤井　　瑞恵
公開講座開催支援　「腎臓病移植市民公

開講座フォーラムin北海道」
北海道腎臓病患者協議会 10名 2020年10月27日

本田　　　光
真駒内キャンパス内設置の「まちの健康

応援室」にボランティアとして協力

地域連携研究センター、

まちの健康応援室
2名 2019年7月20日

村松　　真澄

第10回の企画運営実施について参加し

た。学生が実施したのは「がんと口腔ケ

アの講和」

ミニ大通りお散歩祭り実

行委員会
19名 2019年9月8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。

南区役所、南区健康まつ

り
5名 2019年9月25日
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 社会活動Ⅳ
教員名 内容 主催者 参加学生数 参加日・期間

村松　　真澄

オーラルフレイルのパネル展示や粘膜ケ

アの実施

芸森地区社会福祉協議会、

森の仲間のさわやかくらぶ
4名 2019年8月29日

サンカレッジにて「口腔の健康」講和

社会福祉法人愛全会、特

別養護老人ホームサング

レイス

2019年9月30日

健康講和「食べることについて」を2か月

に1回医療専門職によって実施している

桑園医療ケアプロジェク

ト
10名

2019年6月1日、

7月13日、9月7日、

11月2日、2月1日

高齢者サロンくわーる広場の立ち上げ、

エコカフェ祭り

高齢者サロン6回、健康相

談1回、桑園交流ネット

ワーク

7名
2019年6月3日、

9月2日、9月9日、

10月5日

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

談を行った

札幌市立大学地域連携

課、まちの健康応援室

2019年5月、6月、

7月、10月、11月、

2020年2月

精神障害者、知的障害者と「介護」につ

いて検討した

放課後デイサービスぽっ

け

2019年10月23日、

11月21日
精神に障害をもつ当事者同士が当事者研

究を行い交流した
ぽれぽれ 2020年1月16日

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

北海道難病連、低肺の会/
呼吸リハビリ教室参加

2020年6月9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（6回）

北海道足湯隊（むかわ

町）運営
2020年8月10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（2回）

パステルアート講座、足

湯活動企画運営
2020年9月8日

北海道低肺の会日帰り研

修会運営（駒岡保養所）
2020年9月9日

北海道低肺の会三水サロ

ン運営（交流会）
2020年9月18日

北海道足湯隊（むかわ

町）企画運営
2020年9月28日

北海道足湯隊（むかわ

町）企画運営
2020年10月20日

北海道足湯隊定期ミー

ティング
2020年10月23日

パステルアート講座、足湯

活動企画運営
2020年11月16日

北海道足湯隊（厚真町）

運営
2名 2020年12月14日

北海道足湯隊（むかわ

町）企画運営
1名 2020年12月15日

北海道足湯隊定期ミー

ティング
2020年12月18日

北海道足湯隊定期ミー

ティング
2020年1月21日

北海道足湯隊（むかわ

町）企画運営
2020年1月22日
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 社会活動Ⅳ
教員名 内容 主催者 参加学生数 参加日・期間

高橋　　奈美
健康相談、健康測定（参加者100名）藻

岩地区健康ふれあい交流会
2019年10月30日

山本　真由美

助産師、看護師として対象者への健康相

談

1か月1～2回、不定期に活

動

2019年4月16日
～2020年2月8日

学生とともに骨密度の測定および健康相

談
3名 2020年8月29日

学生とともに骨密度の測定および健康相

談
2名 2020年9月25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
2020年8月24日

すみかわ健康フェア 2020年9月9日

渋谷　　友紀

北海道看護教育施設協議会総会において

看護研究の教育の実態調査について発表
2020年6月14日

札幌サンタファン

事務局員として、企画運営に携わった
7名 2019年6月

～2020年3月

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
10名 2019年12月14日

牧田　　靖子

北大共用試験臨床実習後OSCE医療面接

模擬患者
2019年10月5日

札幌サンタファン

人工呼吸器の子どもを市電に乗せてクリ

スマス会を行う

4名 2019年11月30日

定期的に月1回真駒内キャンパスで健診業

務
2名 9回実施

研究活動支援 3回実施

大友　　　舞

オープンキャンパス来場者に対し、手作

りのオレンジリボンを配布するための取

り組みを支援した

10名 2019年6月15日　

1日間
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 社会活動Ⅳ
　7）　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

中島　　秀之

OBSERVER「AI研究で力を入れるべき分野」

取材
医薬経済 2019年9月1日

「NoMaps2019」関連で自動運転車などモビリ

ティの実証実験についての取材
STV「どさんこワイド」 2019年10月15日

神戸新聞　特別別刷り版「AIと歩む」取材 神戸新聞 2019年10月27日

「情報化貢献個人経産大臣表彰」取材 経済産業新報 2019年11月1日

（一社）北海道開発技術センター「dec monthly」
巻頭インタビュー

「dec monthly」 2019年12月1日

齊藤　　雅也

特集　北の建築－温熱環境と建築の機能性　

「北の住まい」からこれからの建築を考える

（公社）日本建築士連合会　会

誌「建築士」2019年5月号 
pp.14-15

2019年5月1日

特集　北の建築－温熱環境と建築の機能性　

「不快でない」時間・空間を創る　放射（表面

温度）をベースにした熱環境デザイン

（公社）日本建築士連合会　会

誌「建築士」2019年5月号 
pp.28-33

2019年5月1日

広瀬鎌二建築展ＳＨ＋　第二回　レポート　建

築環境学の教員として
如学会NEWS　2020春号 2020年3月19日

若林　　尚樹

アナログってなんだろう––デジタルネイティ

ブ世代に伝えたいアナログ音楽の魅力（企業

web）

株式会社オーディオテクニ

カ 2019年12月3日

張　　　浦華
「玩美元素－重複x秩序」特展－從日式茶碗中

映現侘寂美學

桃園市政府文化局　小冊、

HP 2019年9月9日

藤木　　　淳

NewテクノマートSO（創）Vol.30号掲載 雑誌 2019年1月

一般社団法人産学連携推進協会最新メルマガ

22号掲載
メーリングリスト 2019年1月

デザイナーズFILE 2019（カラーズ編集ボーン

デジタル出版）
書籍 2019年3月

丸山　　洋平 新聞記事「生活多様化―対応した制度を」 読売新聞 2019年6月25日

横溝　　　賢

青森市浪岡地区商店街オリジナルデザイン包装

紙の完成ニュース
津軽新報 2019年4月2日

下北ジオパークPR オリジナルラッピングバス

お披露目
デーリー東北 2019年5月8日

下北ジオパークPR オリジナルラッピングバス

お披露目
東奥日報 2019年5月10日

大島　　　卓

広域型産学官連携プロジェクト「日本の空港と

空旅のミライをデザインする」サマーキャンプ

2019

BS東京｢羽田土曜会｣の番

組内スポット
2019年10月5日

大渕　　一博

高校生・大学生が南区の魅力をＰＲ！
広報さっぽろ南区版2019年
7月号

2019年7月1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 いろどり第2号，第3号 2019年4月、7月

広報さっぽろ南区版ヘッダデザイン
広報さっぽろ南区版2019年
4月号〜2020年3月号

毎月1日

「第71回さっぽろ雪まつりつどーむ会場」で

南区をPR 南区Webページ 2020年2月4日

札幌に世界から年賀状 読売新聞 2020年2月7日
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教　員　名 内容 掲載媒体 掲載日

片山　めぐみ

「観光マップ完成　大学生の感性生かす　町内

公共施設に2000部配布」
苫小牧民報 2019年4月23日

幸せの『仕掛け学』連載 週間介護新聞
2019年6月
〜2020年1月（毎週）

「大学生運営　浦臼に憩いの古民家カフェ」 北海道新聞 2019年8月21日

「藤野の母親たちが月1回食堂〜食卓囲み住民

交流」
北海道新聞 2019年12月5日

「人生100年、楽しいことや空間共有して幸せ

に〜講演会『令和的幸せ論〜肩ひじ張らない地

域貢献』より」

北海道新聞 2020年1月5日

金　　　秀敬 中小企業家しんぶん 新聞 2019年9月15日

小宮　加容子
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
ラジオ番組 月1回×12回

須之内　元洋 最先端の作品保存紹介 福島民報 10面 2019年12月3日

金子　　晋也
『Architekton北海道』誌のpp8～11に研究室

紹介が掲載
『Architekton北海道』 2020年1月24日

矢久保　空遥

みんテレ UHB 2019年4月16日

ご当地おじさんはんこ　ペタンと13人　農

家、宿、食堂…地域で活躍　北海道
日本農業新聞 2019年9月3日

週間！なるほどニッポン「北海道の名物おじさ

ん13人がハンコに！若い女性に大人気！？」
ニッポン放送 2019年9月29日

「おじさんハンコ」～なぜ北海道の女性に大人

気なのか？
エキサイトニュース 2019年10月25日

　看護学部

教　員　名 内容 掲載媒体 掲載日

菊地　ひろみ

代表を務める「新人訪問ナースを応援する会」

の活動紹介，新人訪問ナース応援イベント
北海道新聞 2019年6月26日

学生が企画実施する「みんなで楽しくふまねっ

と」の活動紹介
NPO法人ふまねっと広報誌 2019年9月1日

村松　　真澄

日本口腔看護研究会北海道：最期まで食べられ

る口づくりを実践を交えて学ぶ
地域介護経営 2019年7月11日

南区健康祭りで南区歯科医師会とコラボレー

ションして口腔の健康の啓発活動
札幌市南区歯科医師会 2020年3月1日

「ホームホスピスの始まり、現在、そしてこれ

から、」小規模ケアホームのケアを考える会
ベストナース 2019年9月1日

中田　亜由美
「陽だまり」に寄せて，びょういんあーとぷろ

じぇくと19－21展（第14回）単著

「Vol.2－陽だまり」展

パンフレット
2019年12月1日
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 社会活動Ⅳ 　　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 受講者数(名)

2019年4月7日 ロボットづくり講習会（初級編1） 三谷　篤史（デザイン学部　准教授） 3

2019年4月21日 ロボットづくり講習会（初級編2） 三谷　篤史（デザイン学部　准教授） 14

2019年4月16日 まちの健康応援室ミニ出張講座①

「産後の身体をケアする体操」
森川　由紀（看護学部　講師） 4

2019年5月19日 ロボットづくり講習会（中級編） 三谷　篤史（デザイン学部　准教授） 17

2019年6月7日 まちの健康応援室ミニ出張講座②

「産後の心と体のケア」
大友　　舞（看護学部　助手） 11

2019年6月14日 英国の口腔ケア視察報告会

村松　真澄（看護学部　准教授）

藤井　瑞恵（看護学部　准教授）

三谷　篤史（デザイン学部　准教授）

山口　摂崇（北海道医療大学歯学部）

12

2019年6月16日 ロボットづくり講習会

（中級編WRO2019大会向け）
三谷　篤史（デザイン学部　准教授） 7

2019年6月29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）

梶原　秀一（室蘭工業大学　准教授）

江丸　真紀（北海道大学　准教授）

22

2019年7月4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）

15

2019年7月12日 AIとロボットの未来

中島　秀之（札幌市立大学　学長）

石黒　　浩（大阪大学　栄誉教授）

松尾　　豊（東京大学大学院　教授）

松原　　仁（公立はこだて未来大学　

教授）

233

2019年7月14日、

15日
ロボットづくり講習会

（上級編WRO2019大会向け）
三谷　篤史（デザイン学部　准教授） 8

2019年7月20日
研究の二刀流シリーズ①

昆虫のデザイン～虫たちの「形態は機能に従

う」～

酒井　正幸（札幌市立大学　名誉教

授）
23

2019年7月27日、

28日
ロボットづくり講習会～WRO2019札幌大会

7/27試走会、7/28大会
三谷　篤史（デザイン学部　准教授） 21

2019年8月2日
まちの健康応援室ミニ出張講座③

「初めてのお子さんおよび2人目以降のお子さ

んとの生活について」

山本 真由美（看護学部　講師） 4

2019年8月10日 Connekid in そらのガーデン2019
「はっぱっぱ」

小宮 加容子（デザイン学部　講師） 489

2019年8月22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　准教授）

新関　幸子（天使大学　助教）
17

2019年8月24日 第12回まちの小さな音楽会

「オカリナ・サマー・コンサート」

上村　理恵（オカリナ演奏家）

奥村　香織（ピアノ講師）

安東　智子（オカリナ演奏者）

75
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2019年8月31日 研究の二刀流シリーズ②

アーチェリーと道具のデザイン
細谷　多聞（デザイン学部　教授） 7

2019年9月14日 クリエイティブコーディングサミット札幌

2019

田島　悠史（デザイン学部　助教）

小原　　丈（TDSW主催）

津久井 勝也（㈱ピクチャーエレメン

ト）

鳴海　侑希（TDSW主催）

17

2019年9月21日 研究の二刀流シリーズ③

ギター音楽のデザイン

中原　　宏（札幌市立大学　名誉教

授）
31

2019年9月28日 研究の二刀流シリーズ④

音の形とデザイン
矢久保 空遥（デザイン学部　助教） 16

2019年10月5日 研究の二刀流シリーズ⑤

アイスホッケーと建築環境デザイン
齊藤　雅也（デザイン学部　教授） 22

2019年10月12日
第13回まちの小さな音楽会

「オカリナ・読み聞かせ・コスモス・コン

サート」

上村　理恵（オカリナ演奏家）

奥村　香織（ピアノ講師）

平岸小学校図書ボランティア読み聞か

せ班

78

2019年10月12日 元自衛官の大学教員が教える！

「震災時にすべきこと」講座

西村　　悠（横浜商科大学・宝塚大学

非常勤講師）
8

2019年10月13日 マイコンレーサー講習会（入門編） 三谷　篤史（デザイン学部　准教授） 3

2019年10月17日 デザイン思考ワークショップ（Step1　共感）
安齋　利典（デザイン学部　教授）

若林　尚樹（デザイン学部　教授）
9

2019年10月20日 マイコンレーサー講習会（アドバンス編） 三谷　篤史（デザイン学部　准教授） 4

2019年10月24日 デザイン思考ワークショップ（Step2　問題定

義）

安齋　利典（デザイン学部　教授）

若林　尚樹（デザイン学部　教授）
9

2019年10月30日
まちの健康応援室ミニ出張講座④

「子どもの健康生活についてかんがえよ

う！」

牧田　靖子（看護学部　助教） 5

2019年10月31日 デザイン思考ワークショップ（Step3　創造）
安齋　利典（デザイン学部　教授）

若林　尚樹（デザイン学部　教授）
8

2019年11月9日
訪問看護スキルアップ講座2019
訪問看護のフィジカルアセスメント～お腹を

診る看る～

吉崎　秀之（医療法人せせらぎ理事

長、札幌在宅クリニックそよ風院長）
59

2019年11月14日 デザイン思考ワークショップ

（Step4　プロトタイプ）

安齋　利典（デザイン学部　教授）

若林　尚樹（デザイン学部　教授）
7

2019年11月16日、

11月17日

マイコンレーサー講習会

（第5回マイコンレーサー北海道大会）

11/16試走会、11/17大会

三谷　篤史（デザイン学部　准教授） 12

2019年11月21日 デザイン思考ワークショップ

（Step5　テスト、まとめ）

安齋　利典（デザイン学部　教授）

若林　尚樹（デザイン学部　教授）
8

2019年11月28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）

鬼塚　美玲（看護学部　助教）

小端　裕美（北大通こころのクリニッ

ク看護師）

大瀧　真美（桑園メンタルクリニック

看護師）

21

2019年12月17日
まちの健康応援室ミニ出張講座⑤

「次の出産に向けての心と身体の準備につい

て」

森川　由紀（看護学部　講師） 3

　　２　公開講座開催実績
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開催日 タイトル 講師 受講者数(名)

2019年12月21日 第14回まちの小さな音楽会

「ギター・クリスマス・コンサート」

渋谷　　環（渋谷ギター音楽院主宰）

皆川　勝美（渋谷ギター音楽院講師）
164

2020年1月29日 メディア・アートに学ぶナラティブの表現

須之内元洋（デザイン学部　講師）

Nina Fischer（映像作家）

Maroan el Sani（映像作家）

88

2020年2月13日 まちの健康応援室ミニ出張講座⑥

「産後のおっぱいケア（卒乳も含めて）」
石引 かずみ（看護学部　助教） 8

※新型コロナウィルス感染症拡大防止の為、4講座を中止とした。

　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 受講者数(名)

2019年6月27日
さっぽろ市民カレッジ2019春・夏期講座

障がいのある子どもの発達段階に応じた子育

て

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）

5

2019年7月1日、

2日
さっぽろ市民カレッジ2019春・夏期講座

大通公園の歴史を巡りながら歩こう

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）

19

2019年7月20日 さっぽろ市民カレッジ2019春・夏期講座

障がいのある子どもを育てるあなたへ

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）

6

2019年9月3日、

10日

さっぽろ市民カレッジ2019秋期講座

創成川東地区の歴史の足跡を巡る

～札幌の文化財をたどる＜秋＞～

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）

48

2019年9月19日、

26日

さっぽろ市民カレッジ2019秋期講座

収蔵庫＆「奇蹟の芸術都市バルセロナ展」

ダブルツアー

平井　菊花（札幌芸術の森美術館学芸

員）

コーディネーター/羽深　久夫（デザ

イン学部　教授）

11

2019年11月13日、

11月19日

さっぽろ市民カレッジ2019秋期講座

現代美術の見方と展覧会の作り方

～球体のパレット展で現代美術を楽しく分か

りやすく解説！～

津田 しおり（札幌芸術の森美術館学

芸員補）

岩﨑　直人（本郷新記念札幌彫刻美術

館　学芸員）

コーディネーター/羽深　久夫（デザ

イン学部　教授）

8

2019年11月16日
さっぽろ市民カレッジ2019秋期講座

～障がいのある子どもの子育て～

小中学校での一番良い学習の道づくり

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）

コーディネーター/羽深　久夫（デザ

イン学部　教授）

21

2019年12月14日
さっぽろ市民カレッジ2019秋期講座

～障がいのある子どもの子育て～

より良い放課後等デイサービス利用の仕方

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）

コーディネーター/羽深　久夫（デザ

イン学部　教授）

19

2020年1月18日
さっぽろ市民カレッジ2020冬期講座

～障がいのある子どもの子育て～

高等学校、その後の“働く”を知る

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）

コーディネーター/羽深　久夫（デザ

イン学部　教授）

39
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開催日 タイトル 講師 受講者数(名)

2020年2月8日
さっぽろ市民カレッジ2020冬期講座

～障がいのある子どもの子育て～

成人後の社会生活から考える子育て

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）

コーディネーター/羽深　久夫（デザ

イン学部　教授）

24

※新型コロナウィルス感染症拡大防止の為、1講座を中止とした。

　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)

2019年10月12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2019』
体験型知活ゼミナール

・ゲーム「P055E5510N」（札幌市立大学）

・ユニバーサルデザイン製品（札幌市立大学）

・測定器機の展示と体験（道総研）

藤木　　淳（デザイン学部　准教授）

小宮 加容子（デザイン学部　講師）
74
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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

日本学術会議連携会員／委員 日本学術会議事務局

(大)宮城大学評価委員会／委員長 宮城県

「AI白書編集委員会」／委員長 (独)情報処理推進

「次世代人工知能・ロボット中核技術開発」／採択委

員

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術

総合開発（NEDO）

特定非営利活動法人産学連携推進機構／理事 特定非営利活動法人産学連携推進機構

札幌国際芸術祭実行委員会／委員（副会長） 札幌国際芸術祭実行委員会

(大)会津大学参与会／参与 (大)会津大学

（公財）本田財団／理事 （公財）本田財団

「人口知能に関する技術調査とビッグデータへの応用

研究」／客員主管研究員
国立研究開発法人理化学研究

（一社）社会システムデザインセンター／構成員 日本ビジネスシステムズ㈱

未来社会創造事業 研究開発運営会議／委員 国立研究開発法人科学技術振興機構

未踏事業審査委員会／委員 (独)情報処理推進機構

(大)はこだて未来大学／特任教授 (大)はこだて未来大学

(大)はこだて未来大学未来ＡＩ研究センター／顧問 (大)はこだて未来大学

㈱未来シェア／取締役会長 ㈱未来シェア

「Sapporo AI Lab」／エグゼクティブ・アドバイザー Sapporo AI Lab

HPCI計画推進委員会ポスﾄ「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

文部科学省研究振興局

国立障害者リハビリテーションセンター研究所評価委

員会／委員
国立障害者リハビリテーションセンター

「ICT・アナリティクス・サービス分科会」／委員 （公財）未来工学研究所

「NoMaps実行委員会」／顧問 NoMaps実行委員会

「第8回星新一賞」／最終審査委員 星新一賞実行委員会

「札幌市内における観光MaaS検討有識者会議」／委

員
札幌市（経済観光局）

「健康脆弱化予知予防研究」／客員主管研究員 国立研究開発法人理化学研究所

本田賞／選考委員 （公財）本田財団

「人と共に進化する次世代人工知能に関する技術開発

事業に係る採択審査委員会」／NEDO技術委員

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術

総合開発機構

細谷　　多聞

令和元年度魅力ある個店創出推進事業企画競争実施委

員会／委員
札幌市（経済観光局）

令和元年度コンテンツ活用促進事業費補助金審査委員

会／審査委員
（一財）さっぽろ産業振興財団

石井　　雅博 数理・データサイエンス教育／客員教授
(大)北海道大学 数理・データサイエンス教

育研究センター
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教員名 名称／役職 自治体名・主催団体名

上遠野　　敏

札幌市屋外広告物審議会／委員 札幌市（建設局）

「アートボックス2020」／審査委員 札幌駅総合開発㈱

SIAF2020／キュレトリアルアドバイザー 札幌国際芸術祭実行委員会

齊藤　　雅也

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

日本建築学会／協力委員 （一社）日本建築学会

札幌市中高層建築物紛争調整委員会／委員 札幌市（都市局）

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31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

空気調和・衛生工学会北海道支部／幹事構成員 空気調和・衛生工学会北海道支部

建築部プロポーザル選定委員会／委員 札幌市（都市局）

羽深　　久夫

北海道建築審査会／委員 北海道（建設部住宅局）

「北海道史編さん委員会」／専門委員 北海道（総務部法務・法人局）

北海道文化財保護審議会／委員 北海道教育委員会

北海道建設部建築局総合評価検討会／委員 北海道（建設部建設局）

札幌芸術の森運営協議会／委員 （公財）札幌市芸術文化財団

「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

札幌市保養センター駒岡運営協議会／委員 札幌市保養センター駒岡

トランスコスモス㈱／顧問 トランスコスモス㈱

令和元年度北海道赤レンガ建築賞審査委員会／委員 北海道赤レンガ建築賞実行委員会

(福)藻岩この実会／理事 (福)藻岩この実会

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

町田　佳世子
北海道立近代美術館協議会／委員（非常勤特別職） 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

矢部　　和夫

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

日本湿地学会／編集委員長 日本湿地学会

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

成東・東金食虫植物群落保護検討委員会作業部会／委

員

山武市教育委員会 成東・東金食虫植物群落

保護検討委員会

美々川自然再生技術検討懇談会アクションプログラム

ワーキンググループ／委員
北海道胆振総合振興局

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指導助言／専

門員

北海道（建設部）

「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
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教員名 名称／役職 自治体名・主催団体名

矢部　　和夫

日本造園学会北海道支部／運営委員 日本造園学会北海道支部

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31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に係る北海道

ブロック調査会議（北海道ブロック1）／委員

㈱地域環境計画

「平成31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のうち、植

生図作成業務に係るブロック調査会議（北海道ブロッ

ク2）」／委員

㈱エコニクス

きたひろしま総合運動公園線の整備／アドバイザー 北広島市（企画財務部）

「美々川（特対）改修工事自然再生検討業務」／アド

バイザー
㈱ドーコン

山田　　　良

「500ｍ美術館専門委員会」／委員 札幌市（市民文化局）

「第4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）

若林　　尚樹

ADADA JAPAN／理事 ADADA JAPAN

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

札幌市心のバリアフリー推進マーク選考委員会／委員 札幌市（保健福祉局）

戦略的情報通信研究開発推進事業／専門評価委員 総務省（国際戦略局）

椎野　亜紀夫

北海道土地利用審査会／委員 北海道（総合政策部政策局）

北海道国土利用計画審議会／委員 北海道（総合政策部政策局）

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）

日本造園学会北海道支部／副支部長 日本造園学会北海道支部

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（教育庁生涯学習推進局）

北海道地域学校協働活動推進会議兼コミュニティ・ス

クール連絡協議会／構成員
北海道（教育庁学校教育局）

張　　　浦華 札幌家庭裁判所／家事調停委員 札幌家庭裁判所

丸山　　洋平

人口移動調査／研究プロジェクト委員 国立社会保障・人口問題研究所

「神奈川県人口推計・分析共同研究会」／客員研究員 （一社）政策人口研究所

「特別区における小地域人口・世帯分析及び壮年期単

身者の現状と課題（基礎調査）研究会／研究員
特別区長会調査研究機構

三谷　　篤史

2019年度厚生労働省委託事業（日本作業療法士協会受

託）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

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）

「ネパールの被災文化遺産保護に関する技術的支援事

業」におけるカトマンズ盆地内歴史的集落の保全と復

興に向けた調査及び検討業務の推進／共同研究者

(独)国立文化財機構　東京文化財研究所
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教員名 名称／役職 自治体名・主催団体名

森　　　朋子

平取町文化的景観に関する有識者・学識者意見交換会

／委員
平取町

「都心部における地下歩行ネットワーク検討委員会／

委員
札幌市（まちづくり政策局）

札幌市屋外広告物審議会／委員 札幌市（建設局）

山田　　信博

札幌市広告／アドバイザー 札幌市（建設局）

「令和元年度新たな活動の場創設支援事業審査委員会

／委員
札幌市（市民文化局）

石田　　勝也 SIAFラボ／プロジェクトディレクター 札幌国際芸術祭実行委員会

大島　　　卓 日本造園学会北海道支部／運営委員 日本造園学会北海道支部

片山　めぐみ

札幌市緑の審議会／委員 札幌市（建設局）

安平町未来創生委員会／アドバイザー 安平町（企画財政課）

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）

札幌市開発審査会／委員 札幌市（都市局）

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（建設部住宅局）

平成31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）

令和元年度 次期中期計画策定に伴う市民意見聴取業

務」企画競争実施委員会／委員
札幌市（まちづくり政策局）

二段階一般競争入札／審査委員 北海道（財務局）

国有財産北海道地方審議会／委員 北海道（財務局）

小宮　加容子

2019年度 厚生労働省委託事業（日本作業療法士協会

受託）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

ペレット・薪ストーブのある住宅・店舗デザインコン

クール／審査員
北海道（水産林務部林務局）

福田　　大年

日本デザイン学会／代議員 （一社）日本デザイン学会

教材掲載用の問題作成、吟味及び監修や教材に関わる

資料／アドバイザー
㈱ベネッセコーポレーション

「札幌スタイル認証委員会」／委員長 札幌市（経済観光局）

とくとく検診PRポスターの図案選考会／選考委員 札幌市（保健福祉局）

「食のまち・さっぽろフェストinチ・カ・ホ2020企画

運営業務企画競争実施委員会」／委員
札幌市（保健所）

松永　　康佑 ADADA JAPAN／理事 ADADA JAPAN
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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
北海道公立大学法人札幌医科大学附属病院　看護部長

選考会議／委員
(大)札幌医科大学附属病院

松浦　　和代

令和元年度　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

ノーステック財団「医療機関ニーズ対応型開発補助事

業」／審査委員
（公財）北海道科学技術総合振興センター

博士論文審査委員会／委員 (大)札幌医科大学

中村　　惠子

専門看護師認定実行委員会（急性・重症患者看護）／

委員
（公社）日本看護協会

札幌市救急業務検討委員会／委員 札幌市

プロトコール専門委員会／委員 札幌市保健福祉局

卯野木　　健 センター調査＜C0097＞個別調査部会／部会員 （一社）日本医療安全調査機構

喜多　　歳子

科学研究費委員会／専門委員 (独)日本学術振興会

一般社団法人全国保健師教育機関協議会　北海道・東

北ブロック／委員長
（一社）全国保健師教育機関協議会

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

定廣　和香子 特別研究員等審査委員会／専門委員 (独)日本学術振興会

貝谷　　敏子
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
(大)札幌医科大学

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

認定看護師認定委員会／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 札幌市社会福祉総合センター

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

　その他

教員名 名称／役職 自治体名・主催団体名

高橋　　尚人

札幌市ICT活用戦略検討有識者会議／委員 札幌市（まちづくり政策局）

「札幌市内における観光MaaS検討有識者会議」／委

員
札幌市（経済観光局）
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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

　　　2019年度受講者23名（修了者23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（13日間）

2019年8月27日
〜9月11日

第Ⅱ期（14日間）

2019年11月5日
〜11月22日

第Ⅲ期（10日間）

2020年1月7日
〜1月22日

ヘルスケアシス

テム論Ⅲ/36時間 

社会保障制度・政策の動向 講義（6） ★大久保 一郎

看護制度・政策の動向 講義（9） ★齋藤　訓子

ヘルスケアサービスの創造

講義（9） ★松下　博宣

講義（3） ★相内　俊一

講義（3） ★土井　正子

講義（3） ★松岡 くみ子

★高畑　智子

小論文プレゼンテーション 演習（3）

★勝見　真澄

★佐藤 ひとみ

　猪股 千代子

　矢野 祐美子

組織管理論Ⅲ/24
時間

組織デザインと組織運営

講義（6） ★永池　京子

講義（3） ★牧野　憲一

講義（3） ★深澤　優子

グループワーク（6）

★勝見　真澄

★佐藤 ひとみ

　猪股 千代子

　矢野 祐美子

組織における倫理 講義（6） ★田中 かおり

★近藤 ときえ

人材管理Ⅲ/18時
間

社会システムと労務管理

講義（3） ★和田　昌代

講義（3） ★櫛引　久丸

講義（3） ★樋口　春美

看護管理者の育成 講義（6） ★中村　惠子

特別講義 講義（3） ★松尾　　睦

資源管理Ⅲ/36時
間

経営戦略

講義（6） ★高橋　　泰

講義（6） ★工藤　　高

グループワーク（6）

★勝見　真澄

★佐藤 ひとみ

　猪股 千代子

　矢野 祐美子

財務管理
講義（6） ★渡邊　寧子

講義（6） ★前田　　誠

組織的情報管理
講義（3） ★良村　貞子

講義（3） ★島井 健一郎
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第Ⅰ期（13日間）

2019年8月27日
〜9月11日

第Ⅱ期（14日間）

2019年11月5日
〜11月22日

第Ⅲ期（10日間）

2020年1月7日
〜1月22日

質管理Ⅲ/30時間

経営と質管理

講義（6） ★須田　倫子

講義（3） ★坂上　真弓

講義（3） ★近藤 ときえ

グループワーク（9）

★勝見　真澄

★佐藤 ひとみ

　猪股 千代子

　矢野 祐美子

組織の安全管理

講義（3） ★平岡　康子

講義（3） ★勝見　真澄

講義（3） ★加藤 久美子

統合演習Ⅲ/45時
間

第Ⅰ期演習 演習（6）

★勝見　真澄

★工藤　昭子

★坂上　真弓

★佐藤 ひとみ

★須田　倫子

★孰賀　愛子

★土井　正子

★仁木 恵美子

　猪股 千代子

　矢野 祐美子

第Ⅱ期演習 演習（6）

★勝見　真澄

★佐藤 ひとみ

★高橋 久美子

★田所　亮一

★田中 いずみ

★中野　和美

★萩原　直美

　猪股 千代子

　矢野 祐美子

統合演習 演習（15）

★伊藤　リカ

★勝見　真澄

★加藤 久美子

★近藤 ときえ

★齋藤 香奈恵

★佐藤 ひとみ

★渋谷　洋子

★中山 日登美

★的場 由紀子

★山谷　敦子

　猪股 千代子

　矢野 祐美子

実習 実習（18）

★勝見　真澄

★佐藤 ひとみ

　猪股 千代子

　矢野 祐美子

★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

2019年4月15日 「AI」／講師
（一社）建設コンサルタンツ協会

北海道支部

2019年6月4日 社員総会記念講演会／講師 ㈱日本綜合経営協会

2019年7月16日 「人工知能の現在と社会の未来」／講師 司法研修所

2019年7月17日 「ポスト人間中心時代を見据えた日本における

モビリティ社会の未来構想」／講師
㈱富士通総研

2019年7月25日 「AIで拓く福祉の未来」／講師 (福)札幌市社会福祉協議会

2019年7月28日 「WileyResearchSeminarJapan2019」／講師 ワイリー・ジャパン㈱

2019年8月3日 「MOT実践エグゼクティブ・スクール2019」
／講師

（一社）日本MOT振興協会

2019年8月22日 「AIの地平を拓く」／講師 （公財）栢森情報科学振興財団

2019年9月6日 CEDEC2019／講師
（一社）コンピュータエンターテ

インメント協会

2019年9月17日 「AIの今後のビジネスでの利用動向とそれを

踏まえた人材育成の勘所）」／講師

（一社）コンピュータソフトウェ

ア協会

2019年10月1日 「AIの過去と未来」／講師
名古屋工業大学NITech AI研
究センター

2019年10月17日 「イノベーターは育てられるか？～イノベー

ターを生み出す教育論」／講師
NoMaps実行委員会

2019年11月1日 名工大テクノフェア2019／講師 (大)名古屋工業大学

2019年11月5日 「人工知能研究の現状と社会のデザイン」／講

師
本田技研工業㈱

2019年11月17日 「AIは生活していない」の意味について／講

師
日本言語学会

2019年11月17日 「AIによって揺さぶられる言語理論-意味論の

観点から」／講師
名古屋学院大学

2019年11月25日 「AI等先端科学技術の可能性」／講師 北海道公安委員会

2019年12月7日 「Society5.1の作り方」／講師 広島工業大学

2019年12月18日 ムーンショット国際シンポジウム／講師
国立研究開発法人科学技術

振興機構

2020年1月27日 「AI入門-仕事や職場はどう変わるのだろう？

-」／講師
札幌高等裁判所

2020年2月5日 TECH Biz EXPO2020併催展「ロボットシンポ

ジウム2020名古屋」／講師
名古屋国際見本市委員会

安齋　　利典

2019年7月12日 北海道PMセミナー／講師

特別非営利活動法人 日本プ

ロジェクトマネジメント協

会

2019年10月10日 観光商材開発支援事業における「専門家個別相

談会」／専門家
札幌市（経済観光局）

2019年11月28日 「デザインと創造的思考～問題発見・課題解決

のデザインプロセス～」／講師
（一社）北海道中小企業家同友会
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齊藤　　雅也

2019年10月6日、

7日

令 和 元 年 度 北 海 道 旭 川 西 高 等 学 校

「2019HOKKAIDOサイエンスセミナーⅢ」及

び「SS特別講座」／講師

北海道旭川西高等学校

2020年2月17日 東神楽町複合施設整備事業に係る講評会／講師 東神楽町

羽深　　久夫

2019年6月27日、

7月1日、2日、20日
「さっぽろ市民カレッジ2019春・夏期講座」

／コーディネーター
札幌市（生涯学習センター）

2019年8月2日 豊平館開催講座／講師
㈱NTTファシリティーズ北

海道

2019年9月3日、

10日、19日、

26日、11月13日、

16日、19日、

12月14日

「さっぽろ市民カレッジ2019秋期講座」／講

師
札幌市（生涯学習センター）

2020年1月18日、

2月8日、3月10日、

17日

「さっぽろ市民カレッジ2020冬期講座」／

コーディネーター・講師
札幌市（生涯学習センター）

矢部　　和夫 2019年6月25日 「円山地区の外来種問題」／講師 札幌市立宮の森中学校

若林　　尚樹 2019年11月19日 「ものづくりブラッシュアップセミナー」／講

師
（一社）札幌市手をつなぐ育成会

椎野　亜紀夫 2019年9月5日 地域の公園からUDを考える／講師 札幌市立常盤小学校

武田　　亘明
2019年8月17日 令和元年度 青陵会石狩支部 夏季研修会／講師 青陵会石狩支部

2019年12月7日 日高教育振興会研修会／講師 日高教育振興会

丸山　　洋平

2019年10月17日 「知る・語る 地域創生と学校の魅力向上」／

講師

北海道（総合政策部地域振

興監）

2020年1月30日 第24回厚生政策セミナー／講師
国立社会保障・人口問題研

究所

三谷　　篤史 2019年9月14日 日本口腔看護研究会 第6回北海道地区セミナー

／講師
日本口腔看護研究会

片山　めぐみ

2019年5月14日 我が事・丸ごとを楽しむ地域の支え合いの居場

所づくり／講師

札幌市在宅福祉活動団体連

絡会

2019年6月26日 「区役所待合ホール等の改修ワークショップ研

修会」／講師
札幌市（西区役所）

2019年10月31日、

11月16日、22日
アクティブシニア等活躍支援事業委託業務の運

営／講師

㈱北海道二十一世紀総合研

究所

金　　　秀敬 2019年8月7日 デザインマインドについて／講師
（一社）北海道中小企業家同友会

産学官連携研究会HoPE

福田　　大年

2019年7月19日 「ものづくりブラッシュアップセミナー」／講

師
（一社）札幌市手をつなぐ育成会

2019年8月7日 衛生データ解析技術研究会 第24回技術セミ

ナー／講師
（地独）山口県産業技術センター

松永　　康佑
2019年12月10日 「身体運動のCG表現」／講師

国立研究開発法人産業技術

総合研究所

2020年3月28日 「樺太アイヌ古式舞踊の再現」／講師 北海道教育大学岩見沢校

矢久保　空遥 2019年6月19日 観光商材開発支援事業／講師 札幌市（経済観光局）
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樋之津　淳子 2019年9月21日 『看護薬理学カンファレンス2019in札幌』の

座長
宮崎大学医学部看護学科

川村　三希子
2018年7月1日
～2019年8月31日 日本緩和医療学会の北海道支部大会長

日本緩和医療学会北海道支

部

中村　　惠子
2019年9月24日
～2020年3月31日 2019年度後期非常勤講師「教育評価」 天使大学

荒木　　奈緒

2019年4月1日
～2020年3月31日

出生前診断に関する相談員（産婦人科外来）及

び臨床看護研究支援スタッフ育成のための研修

会の講師

NTT東日本札幌病院

2019年5月18日 北海道中央労災病院看護研究研修会の講師
(独)労働者健康安全機構　

北海道中央労災病院

2019年6月1日 北海道看護協会苫小牧支部看護研修会の講師 北海道看護協会苫小牧支部

2019年8月31日 「難治性皮膚ケア学習会」の講師
NPO法人表皮水疱症友の会

DebRA Japan

2019年11月2日 2019年度北海道看護協会苫小牧支部看護研究

発表会の講評者
北海道看護協会苫小牧支部

卯野木　　健

2019年6月13日 第11回九州・沖縄地区クリティカルケア看護セ

ミナーの講師

九州・沖縄地区クリティカ

ルケア看護研究会

2019年6月15日 第15回日本クリティカルケア看護学会学術集

会の座長

第15回日本クリティカルケ

ア看護学会学術集会

2019年6月15日 第15回日本クリティカルケア看護学会学術集

会　ランチョンセミナー2の座長

アバノス・メディカル・

ジャパン・インク

2019年7月5日 手稲渓仁会病院看護部企画研修～看護実践にお

けるデータの扱い方～の講師
手稲渓仁会病院

2019年8月17日 「第16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

2019年8月24日 日本緩和医療学会第2回北海道支部学術大会の

講師

（特非）日本緩和医療学会第2回
北海道支部学術大会

2019年10月13日
日本集中治療医学会北海道支部会主催　「重

症患者管理のための看護セミナー2019　初級

編」の講師

（一社）日本集中治療医学会北海

道支部

2019年10月13日 「看護師のための重症患者管理セミナー」の講

師

（一社）日本集中治療医学会北海

道支部

2019年12月7日 パラマウントベッド・クリティカルケアセミ

ナーの講演
パラマウントベッド㈱

小田　　和美
2019年5月31日、

6月28日
JA北海道厚生連帯広厚生病院　ラダー教育企

画　研究研修会の講師

JA北海道厚生連帯広厚生病

院

菊地　ひろみ

2019年6月10日
（講義）

2019年7月1日
～2020年3月31日

（研究指導）

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

喜多　　歳子

2019年4月1日
～2020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

(大)北海道大学環境健康科学

研究教育センター

2019年12月14日 令和元年度全国保健師長会北海道ブロック研修

の講演

北海道保健師関係団体連絡

会

　　４　専門職支援・セミナー講師等
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定廣　和香子

2019年4月1日
～8月31日 2019年度前期非常勤講師「看護教育学」 天使大学

2019年6月18日、

25日、7月10日
「2019年度北海道専任教員養成講習会」の講

師　「看護論」「看護論演習」
（公社）北海道看護協会

2019年10月1日
～2020年3月31日

2019年度名寄市立大学後期非常勤講師「看護

教育学」
名寄市立大学

大野　　夏代

2019年5月12日、

6月30日、9月15日 エスニコ医療通訳養成コースの講師 （特非）エスニコ

2019年9月1日
～2020年3月31日 2019年度後期非常勤講師「国際医療援助論」 天使大学

2019年9月14日 日本国際看護学会第3回学術集会の座長
日本国際看護学会第3回学術

集会

2019年10月1日
～2020年3月30日 2019年度後期非常勤講師「国際看護論」 札幌保健医療大学

貝谷　　敏子 2019年5月26日 第28回日本創傷・オストミー・失禁管理学会

学術集会モーニングセミナーの座長
日本シグマックス㈱

神島　　滋子

2019年11月10日
NPO法人日本リハビリテーション看護学会第

31回学術大会「ワークショップⅡ」のファシ

リテーター

NPO法人日本リハビリテー

ション看護学会第31回学術

大会

2019年11月23日 第9回日本リハビリテーション栄養学会学術集

会における看護師セッションの講師

第9回日本リハビリテーショ

ン栄養学会学術集会

2019年12月14日 2019年度済生会小樽病院看護部「看護研究発

表会」の座長
済生会小樽病院看護部

菅原　　美樹

2019年6月15日 第15回日本クリティカルケア看護学会学術集

会の座長

第15回日本クリティカルケ

ア看護学会学術集会

2019年11月6日
～2021年開催の第

23回学術集会の終

了の時まで

第23回日本救急看護学会学術集会の会長 （一財）日本救急看護学会

藤井　　瑞恵

2019年4月1日
～2020年3月31日 札幌医科大学訪問研究員の受入れ（依頼） 札幌医科大学

2019年10月5日 「第4回北海道CKD地域交流研究会」の講演 協和キリン㈱札幌支店

本田　　　光

2019年4月1日
～30日

平成31年度非常勤講師の委嘱「地域生活支援

技術論」
北海道大学医学部

2019年4月1日
～7月31日

平成31年度非常勤講師の委嘱「地域健康組織

活動論」

北海道大学大学院保健科学

院

2019年10月1日
～2020年2月29日

平成31年度非常勤講師の委嘱「社会と健康

Ⅲ」

北海道大学大学院保健科学

院

2019年10月1日
～2020年3月31日

放送大学非常勤講師（面接授業担当）の委嘱

「地域の絆を育む看護学」
放送大学学園

2019年12月6日 令和元年度第2回新任保健師学習会の講師 札幌市新任保健師学習会

2020年3月6日 市立札幌みなみの杜高等支援学校　2学年教科

「保健」の講師

市立札幌みなみの杜高等支

援学校

三上　　智子 2019年7月23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
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村松　　真澄

2019年6月30日、

7月28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

2019年8月4日
第17回日本口腔ケア協会学術大会 シンポジウ

ムⅡ：『多職種間連携に向けた卒前教育を考え

る』座長及びシンポジスト

第17回日本口腔ケア協会学

術大会

2019年9月7日 第25回日本摂食嚥下リハビリテーション学会

学術大会の一般口演座長

第25回日本摂食嚥下リハビ

リテーション学会学術大会

2019年9月14日 日本口腔看護研究会　第6回北海道地区セミ

ナーの講演及び座長
日本口腔看護研究会

2019年9月21日 『看護薬理学カンファレンス2020in札幌』の

講演
宮崎大学医学部看護学科

2019年9月30日 講演会『口腔ケアの重要性』～誤嚥性肺炎との

関係性～の講師

(福)愛全会　高齢者総合福祉

施設サン・グレイス

2019年10月7日 札幌医学技術福祉歯科専門学校　歯科衛生士科

の非常勤講師「看護概論」

(学)西野学園　札幌医学技術

福祉歯科専門学校

2019年12月4日 札幌東徳洲会病院「看護師が行う一般的な口腔

ケア」の講師

(医)徳洲会　札幌東徳洲会病

院

2020年2月9日 「運動指導従事者研修」の講師

（一財）人さっぽろ健康スポーツ

財団　札幌市健康づくりセ

ンター

2020年3月10日
～12日

第9回ハワイ国際交流セミナー＆視察研修のセ

ミナー講師

高知大学医学部付属病院が

ん治療センター　高知大学

医学部医療学講座医療管理

学分野

2020年3月14日 第38回北海道医療大学歯学会学術大会特別講

演会の講師
北海道医療大学歯学会

守村　　　洋

2019年6月20日、

10月15日、

2020年1月16日

令和元年度「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

2019年7月29日 平成31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

2019年8月9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

2019年10月31日 令和元年度釧路保健所自殺未遂者支援研修会の

講師
北海道釧路総合振興局

2020年3月10日、

12日
令和元年度　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

渡邉　由加利
2019年4月1日
～2020年3月31日

平成31年度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

黒田　　紀子

2019年7月1日
～2020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

2019年8月1日
～10月31日 令和元年度非常勤講師の委嘱「乳幼児支援論」

北海道大学大学院保健科学

院

髙橋　　奈美 2019年10月16日 札幌ALS地域医療連携講演会の基調講演演者 田辺三菱製薬㈱北海道支店
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武冨　貴久子

2019年4月1日
～2020年3月31日 客員研究員としての研究活動

北海道大学大学院医学研究

院

2019年7月20日
～2020年2月14日

全7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

2019年9月12日 看護研究グループへのアドバイス 町立中標津病院

2019年9月14日、

10月5日 標準模擬患者指導教員 北海道大学医学研究院

原井　　美佳
2019年7月29日、

11月14日
JA北海道厚生連帯広厚生病院　ラダー教育企

画　研究研修会の講師

JA北海道厚生連帯広厚生病

院

檜山　　明子

2019年6月10日、

7月8日、8月8日 札幌北楡病院　看護研究研修会の講師 (医)北楡会　札幌北楡病院

2019年6月18日、

26日、7月3日、

10日、12日、19日

「2019年度北海道専任教員養成講習会」の講

師　「看護論」「看護論演習」
（公社）北海道看護協会

森川　　由紀 2019年10月5日 第49回北海道母性衛生学会総会並びに学術講

演会の座長
第49回北海道母性衛生学会

矢野　祐美子 2020年1月28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

鬼塚　　美玲
2019年7月1日
～2020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

野呂田美菜子 2019年7月29日 平成31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
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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

2019年6月5日
〜10日 派遣

札幌・ポートランド姉妹都市提携60周年記念訪問団派遣事業にデザイン学部

長・看護学部長が参加。PNCA訪問

2019年8月10日
〜17日 受入

日台国際交流デザインワークショップ2019を開催

参加大学：札幌市立大学学生7名、教員4名
　札幌大谷大学学生2名、教員2名
　華梵大学学生8名、教員1名
　台中科技大学学生8名、教員2名
　雲林科技大学学生8名、教員2名

2019年8月19日
〜30日 派遣

台中科技大学の2019夏季短期中国語コース及び台湾文化体験キャンプにデザイ

ン学部学生1名参加

2019年9月12日
〜19日 派遣

PNCAとの「SCU-PNCA 異文化理解と制作活動を通じた国際交流ワークショッ

プ」にデザイン学部学生5名、教員2名が参加

2019年9月13日 協定 PNCAと学術交流協定調印

2019年9月15日
〜9月19日 派遣

台中科技大学に看護学部学生5名、教員1名、国際交流コーディネーター1名を短

期研修に派遣

2019年9月17日
〜23日 派遣 承徳医学院に看護学研究科院大学生4名、教員1名を派遣した。

2019年10月1日
〜2020年3月31日 受入 台中科技大学から特別聴講学生1名を受入

2019年10月28日
〜11月3日 派遣共催 デザイン学部教員が台中科技大学と合同展示会開催及び台中科技大学視察

2019年11月30日
〜12月2日 派遣 台中科技大学の100年記念式典に学長参加。情報管理及び物流学部学生と懇談。

2020年2月3日 受入
台中科技大学学長他9名が来学。看護学部ならびに学長から老年看護、情報管理

について情報提供。

2020年2月13日
〜18日 派遣

ラップランド大学にデザイン学部学生3名、教員1名を派遣（ワークショップ参

加・視察）
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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 9

会 　 　 議
※内訳

会議（学内者のみ）37
産学連携・会議（学外者を含む）74

111

学 　 　 会 227

そ  の  他 0

合計 347


