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社会活動　　１　地域貢献諸活動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

AIを活用した公共事業の

最適化に関する研究

2020年4月1日～

2021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、ごみ収集車23台に位置情

報や積載量を随時把握するセンサーを設置し、

収集経路等ごみ収集作業を可視化した。収集経

路と市中感染エリアの最適化により、ごみ収集

作業の効率化を図るための基礎資料を得た。

除排雪については、気象と排雪作業量の関係性

を分析し、排雪作業量と積雪深について一定の

関係性を見出した。また、積雪状況に応じたリ

ソース（作業人員・除雪機械）配分ができてい

ない可能性を指摘した。

札幌市

（まちづくり

政策局）

キウシト湿原保全基礎研

究

2020年 4月21日～

2021年3月5日

2019年度に引き続き、ミズゴケ属2種の成長を

追跡した。2年間の10cm地剥ぎ後のミズゴケ属

移植試験で、ミズゴケ属の再生が確認できた。

同時にミズゴケ属の急激な成長を促すためには

除草が重要であることがわかった。この結果に

基づき今後の保全事業計画の提案を行った。

登別市

ものづくりワークショッ

プ～障がい者事業所製品

の商品化への開発手法研

究～

2020年8月28日～

2021年2月28日

障がい者事業所で製造・販売する商品の独自性

を高めるため、商品の素材として「昆布」を選

び、開発手法や改良方法、素材、デザインなど

をデザイン学部の学生4名とともにグループワー

クで検討した。厚岸町・様似町でランブリン

グ、札幌市澄川で昆布加工工場見学を実施し、

北海道産昆布の価値を生かしたパッケージデザ

インを提案した。

（特非）さっされん

オランウータン屋内放飼

場の熱・空気環境のデザ

イン研究

2020年9月30日～

2021年2月26日

円山動物園のオランウータン屋内放飼場（仮

称）の基本・実施設計案に基づき、札幌の気候

特性に配慮した冬季の屋内放飼場の熱・空気環

境を数値流体解析によって予測し、必要とされ

る建築環境・設備システムとその運用方法を提

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

2020年9月30日～

2021年2月26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。

・季節・経年変化を見越した景観要素を把握す

るための実地調査と記録

・既存施設を加えた空間特性の考察

・空間特性を踏まえたサイトプランの検討

札幌市

（環境局）

動物科学館における展示

デザインリニューアルに

向けた調査研究

2020年9月30日～

2021年2月26日

円山動物園動物科学館の展示リニューアルに向

けて、基本コンセプトを『「知らない」ことを

「知りたい」ことに。』に設定し、デザイン指

針を検討した。

動物科学館内の現状調査を実施し、偶発的学習

を促す具体的な提案例を示した。

札幌市

（環境局）
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厚真町における慰霊碑・

慰霊施設に関する調査研

究

2020年12月24日～

2021年3月31日

2018年の北海道胆振東部地震の犠牲者を慰霊

するとともに、被災の記憶を継承する施設とし

て、慰霊碑・慰霊施設を整備するために必要な

調査研究を実施した。

厚真町

2） 共同研究（学外との連携）一覧

研究課題 期間 概要 委託者

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 2021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～

2021年9月30日 2021年度継続中
中日本高速道

路㈱

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

2020年6月17日～

2021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

AIRDO航空教室の形態と

教材開発

2020年6月30日～

2021年3月31日

再現可能で持ち運びが容易な揚力実験装置、擬

人化したベルヌーイの定理の解説とゼスチュア

―を含む原稿付きの紙芝居による揚力の説明

ツール、航空教室後のインセンティブとしての

ペーパープレーンの提案を実施した。

㈱AIRDO

A I R D Oのコミュニケー

ションツールとしての絵

本に関する研究

2020年6月30日～

2021年3月31日

パイロット、客室乗務員、整備士の仕事につい

て、航空教室に参加する小学生の目で見た絵本

を作成、提案した。

㈱AIRDO

メディア芸術作品を介

した仮想世界インター

フェースの抽出の共同研

究

2020年4月1日～

2022年3月17日 2021年度継続中 (学)明治大学

新型コロナウィルス感染

症対策及び今後のまちづ

くりにおけるオープン

データ、ビックデータの

利活用に関する研究

2020年8月19日～

2021年3月31日

コロナ禍における新たな社会経済活動の在り方

として、

①人流データを分析することで「密」状況を可

視化し、市民の行動変容を促進する方法

②人流データと感染症に関するデータを用いた

社会経済活動と感染症の関係の分析

③「密」をコントロールした「混雑分散型」の

まちづくりにおけるオープンデータ 、ビッグ

データの利活用について調査・研究した。

札幌市

（まちづくり

政策局）

チ・カ・ホにおける災害

時の避難行動マルチエー

ジェントシミュレーショ

ンの構築

2020年10月28日～

2021年3月26日

チ・カ・ホを対象としたマルチエージェントシ

ミュレーションの構築及び災害時の避難行動シ

ミュレーションを実施し、都心のエリアマネジ

メントに資する基礎資料を得た。

札幌市

（都心まちづ

くり推進室）

雪埋設物の検知による新

しい製品・価値の創出の

ための先行確認

2020年11月15日～

2021年3月31日

除雪に関わる降雪地域の冬の困りごと解決に貢

献する製品・価値の創出を目的として、マイク

ロ波等を用いた雪に埋もれた物体の検知実験を

実施した。

本田技研工業

㈱
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映像に依らない“まちの

混雑度”把握に関する実

証

2021年1月27日～

3月31日

日本電気㈱が保有する「Wi-Fiセンサーを活用し

た混雑度推定技術」を用い、札幌市内の対象施

設における混雑度推定の実証実験を実施。映像

に依らず汎用性の高い「まちの混雑度」可視化

手法としての有効性を検証し、本技術の社会実

装を見据えた活用可能性の検討を行った。

日本電気㈱北

海道支社

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

元気ショップいこーる 商品ディスプレイ機能の向上に

係る協働プロジェクト
（一社）札幌市手をつなぐ育成会 山田 信博

病院における患者の癒し空間の創造 (医)朋仁会 山田 良

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

「洗濯せっけん」「食器用せっけん」の宣材資料の制作 （特非）ステップバイステップ 若林 尚樹

札幌市立芸術の森小学校 校章デザイン募集事業 札幌市立常盤小学校
若林 尚樹

椎野亜紀夫

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

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 若林 尚樹

安齋 利典

元気ショップいこーる 商品ディスプレイプロジェクト （一社）札幌市手をつなぐ育成会 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
若林 尚樹

安齋 利典

「札幌日信電子」企業イメージ募集 札幌日信電子㈱ 福田 大年

札幌軟石を使用した工作キット配布事業 札幌市（南区） 大渕 一博

ショップバックデザインコンペ ㈱土屋ホームトピア 矢久保空遥

WEB版南区U-40アートフェスティバル2020【仮称】 札幌市（南区）
須之内元洋

石田 勝也

「かたづけおせっかい」事業キャラクター・ロゴ作成 ㈱鈴木商会 矢久保空遥

円山動物園のモデル観覧ルートとより教育効果の高い子

ども向け体験プログラムの検討
札幌市（環境局） 若林 尚樹

札幌市エレクトロニクスセンター多目的ホール空間デザ

イン作成
札幌市（経済観光局） 山田 信博

札幌市紙製手提げバッグ作成事業 札幌市（総務局） 大渕 一博

北海道の自然や文化に関する学校素材としての「ツルコ

ケモモ」の活用に向けた調査
（地独）北海道立総合研究機構 武田 亘明

第26回 芸術の森地区文化祭 芸術の森地区連合会
小宮加容子

細谷 多聞

「さっぽろ受動喫煙防止宣言」ロゴマーク募集 札幌市（保健福祉局） 福田 大年

指定管理業務 藻南公園・石山緑地パンフレット制作

指定管理者 藻南・石山・常盤・さ

くらの森グループ 横浜植木㈱北海

道支店

椎野亜紀夫

町田佳世子

大島 卓

常盤小 石山東小 工作ワークショップ事業 札幌市立常盤小学校 若林 尚樹

TEL新オフィスにふさわしいロゴデザインの共創 東京エレクトロン㈱
柿山浩一郎

金 秀敬
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事業名 依頼元 担当教員

空き家を活用した多世代交流のまちづくり ときのもり衣食住「かなでる」 片山めぐみ

桑園商店街わくわくプロジェクト 桑園わくわく商店会実行委員会
三谷 篤史

村松 真澄

NoMaps 2020 Conference ニューNoMapsを考える。オ

ンライン落書きコミュニケーションに挑戦
（公財）日本アドバタイザーズ協会

安齋 利典

若林 尚樹

2020年度版防災冊子「もしも北海道」の作成 もしも北海道 三谷 篤史

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

札幌市立大学×JAF札幌支部×厚真町

観光ルート創出事業
厚真町（産業経済課） 福田 大年

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

厚真町復興PR事業 厚真町（産業経済課） 福田 大年

4） 高大連携

① デザイン学部 第14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

2020年
9月14日・18日

市立札幌旭丘高等学校

市立札幌大通高等学校

市立札幌開成中等教育学校

市立札幌清田高等学校

市立札幌新川高等学校

市立札幌平岸高等学校

市立札幌藻岩高等学校

34名

日常のデザイン学

第1回 3つのドット ～日

常生活を構成するカタチを

学ぶ～

第2回 One by Two ～自然

のカタチとデザインの関係

を学ぶ～

横溝 賢

※オンライン配信

② 看護学部 高大連携講座（特別公開講座）

開催日・期間 高校名 受講生徒数 受講科目名 担当教員

10月13日（火）

市立札幌旭丘高等学校

市立札幌藻岩高等学校

市立札幌平岸高等学校
21名

10名
オリエンテーション、大学

概要説明、施設見学、質疑

応答

松浦 和代

守村 洋

10月16日（金）

市立札幌新川高等学校

市立札幌旭丘高等学校

市立札幌藻岩高等学校

11名
オリエンテーション、大学

概要説明、施設見学、質疑

応答

松浦 和代

原井 美佳

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

2020年9月19日～

9月25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

151名

形態機能学
高野 廣子

（非常勤講師）

看護初期実習
池田千聖子

（実習指導者）

看護観察技術論 檜山 明子

VDT予防の体操動画
よさいこいソーラ

ン部 13代目真花

※オンライン（オンデマンド）配信
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5） 高校出前講義

① デザイン学部

開催日 高校名 テーマ 担当教員

2020年10月22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

② 看護学部

開催日 高校名 テーマ 担当教員

2020年9月18日 市立札幌新川高等学校 在宅看護・訪問看護 菊地ひろみ

6） 中大連携

デザイン学部 中大連携公開講座

開催日 中学校名 テーマ 担当教員

2020年9月14日〜20日 札幌市立常盤中学校

芸術の森は大きなミュージアム

〜市立大学芸術の森キャンパスの空間デザ

インについて〜

金子 晋也

※オンライン（オンデマンド）配信

7） その他の地域貢献諸活動

① 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
芸術の森地区文化祭（2020．11.7-8）に

て作品展示
芸術の森文化祭実行委員会 5名 2020年11月7日

～8日

三谷 篤史

ロボット講習会の実施運営 北海道ロボット教育推進会 2020年4月

道内学生ロボコン「ロボット・トライア

スロン」実施運営

ロボット・トライアスロ

ン運営委委員会
2020年6月

防災冊子「もしも北海道」のデザイン・

編集
もしも北海道 1名 2020年8月～9月

桑園わくわくプロジェクトにて配布する

マスクケースのデザイン

桑園わくわく商店会実行

委員会
4名 2020年8月～10月

山田 良 インテリアデザインアドバイザー 北新病院 2020年4月～7月

小林 重人 理事として活動

一般社団法人専修大学デ

ジタルコミュニティ通貨コン

ソーシアムラボラトリー

2020年度

横溝 賢

横溝研究室一期生卒業制作研究展示・札

幌市資料館：原初展 やる―おわらな

い？

横溝研究室 9名 2021年3月2日
～7日

就労支援施設事業者向けの商品開発オン

ラインワークショップ実施
NPO法人さっされん 4名 2021年3月15日

第11回共創学研究会 共創ワークショップ 共創学会 4名 2021年3月27日
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教員名 内容 主催者 参加学生数 参加日・期間

石田 勝也
札幌国際芸術祭に伴う文化事業

SIAF LAB、札幌市札幌国

際芸術祭担当課
4人 2021年度

札幌国際芸術祭 映像コンテンツ制作 札幌国際芸術祭事務局

大島 卓

大学演習成果を地域の公園整備のアイディ

アプランとして提供
常磐団地町内会 34人 2020年12月11日

学内の学習成果（地域課題解決）発表会に

ゲストとして参加
札幌市立常磐中学校 なし 2020年12月23日

大渕 一博

南区軟石工作コンテストフライヤー制作 札幌市南区役所 1人 2020年6月

紙製手提げバッグ制作 札幌市国際部 20人 2020年7月

南区PRグッズ（マグカップ）制作 札幌市南区役所 1人 2020年11月

南区雪あかりフライヤー制作 札幌市南区役所 42人 2020年12月

片山 めぐみ

こども食堂事業企画および活動継続の支援
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および活動継続

の支援
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

子どもの放課後交流拠点の企画運営（学生

ボランティア活動）
ときの森衣食住「かなでる」 3人 通年

小宮 加容子
芸術の森地区文化祭（2020．11.7-8）にて

作品展示
芸術の森文化祭実行委員会 5人 2020年11月7日

～8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

② 看護学部

教員名 内容 主催者 参加学生数 参加日・期間

菊地 ひろみ
新卒訪問看護師教育プログラム作成ワー

キング
北海道看護協会

貝谷 敏子 札幌医科大学倫理委員会外部委員 札幌医科大学 2021年3月26日

本田 光
高齢者への家庭訪問事業「教えて人生の

先輩！プロジェクト」の企画・運営
あけぼの団地自治会 2名 2020年10月

～2021年2月

村松 真澄
マスクケースのデザインの依頼があっ

た。三谷先生と一緒に対応

地域交流ボランティア同好

会、桑園わくわく商店街
4名 2020年12月1日

伊東 健太郎

精神に障害をもつ当事者同士が当事者研

究を行い交流をする
ぽれぽれ 2020年4月4日

精神に障害をもつ当事者同士が当事者研

究を行い交流をする
札幌べてるの集い

2021年9月15日・

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

北海道低肺の会（患者団

体）
0名 毎月1回

中田 亜由美

本学施設会員の窓口業務（入会・退会管

理、回覧物・案内・ニュースレター配布

など）

公益社団法人日本看護協

会
0名 1年間
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社会活動　　１　地域貢献諸活動Ⅳ
教員名 内容 主催者 参加学生数 参加日・期間

牧田 靖子

入院中の子どもたちへのクリスマスプレ

ゼントを贈る事業（地域プロジェクト）
札幌サンタファン 2020年7月12日

「教えて、ナース」育児相談コロナのた

め、2020．4～7月は中止。2020.8.20か
ら月1回実施。

南区保育・子育て支援セ

ンター
2020年8月～12月

8） マスメディアへの掲載

① デザイン学部

教 員 名 内容 掲載媒体 掲載日

中島 秀之

AI化 仕事、教育に本格活用を 北海道新聞 2020年5月2日

壁なくし交通を最適化、移動プラットフォーム

構築
北海道建設新聞 2020年12月11日

齊藤 雅也

エアコンなしで快適に過ごす方法
みんテレ（UHB北海道文

化放送）
2020年8月13日

建築環境を整えると家族もHappyになる！？ 日本

ホスピス・在宅ケア研究会 全国大会in福井

日本ホスピス・在宅ケア研

究会
2020年9月20日

新型コロナ 今冬、換気に一工夫を 熱逃がさ

ず、空気きれいに 専門家に聞く／北海道

毎日新聞（朝刊25面（北海

道面））オンライン版（毎

日新聞社）

2020年10月1日

コロナ禍でインフル同時流行への備え

産経新聞（朝刊27面（社会

面））オンライン版（産経

新聞社）

2020年10月12日

コロナ 冬の備えは 暖房と換気両立 3密回避の

工夫

産経新聞（朝刊27面（社会

面））（産経新聞社）
2020年10月13日

注目 「換気と寒さ対策」 キーワードは「換気

との両立」 教えて 窓を開けて換気 どうすれば

いい？寒くなりすぎないために

ミント 毎日放送（大阪

MBS） 2020年10月16日

解決 感染予防で大切 部屋の換気 室温の低下抑

えるカギは？ ゆっくりと新鮮な空気を・・・

あさチャン！ TBSテレビ

（東京放送）
2020年10月16日

解決 感染予防で大切 部屋の換気 室温の低下抑

えるカギは？ ゆっくりと新鮮な空気を・・・

Live News イット！（フジ

テレビ）
2020年10月16日

疑問 各地で今季一番の寒さに コロナ禍の暖房

どう換気？ 換気は「ゆっくり空気を回す」

めざましテレビ（フジテレ

ビ）
2020年10月16日

コロナ禍での暖房のコツ 換気は分かる

が・・・寒い！

みんテレ（UHB北海道文

化放送）
2020年10月21日

冬のコロナ対策 効率的な換気＆加湿法は？換

気のコツ 3つのポイントは？

グッドモーニング（テレビ

朝日）
2020年10月26日

対策 コロナの中 まもなく冬到来 部屋が冷えに

くい換気方法

めざまし土曜日（フジテレ

ビ）
2020年10月31日

コロナ禍で人気「加湿器」専門家がおすすめす

る効果的な設置場所は…"窓からも床からも離

れた場所"に

みんテレ（UHB北海道文

化放送）
2020年11月6日

換気不足 拡大に直結 冬は室温変化 注意を

北海道新聞 朝刊31面（第

1社会面）・オンライン版

（北海道新聞社）

2020年11月7日
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社会活動　　１　地域貢献諸活動Ⅳ
教 員 名 内容 掲載媒体 掲載日

齊藤 雅也

冬におすすめ「2段階換気」 外気は徐々に

使っていない部屋から

毎日新聞 オンライン版（毎

日新聞社）
2020年11月9日

対策 コロナの中 まもなく冬到来 部屋が冷えに

くい換気方法

Live News イット！（フジ

テレビ）
2020年11月9日

対策・冬は「2段階換気」で
ゴゴスマ～GOGO！Smile！
～ TBSテレビ（東京放送）

2020年11月10日

注目 コロナ急拡大”寒くても換気” 室温下げ

ない「2段階換気」

あさチャン！ TBSテレビ

（東京放送）
2020年11月10日

寒くてもこまめに関係 24時間システム利用／

「2段階」もおすすめ

毎日新聞（朝刊29面）（毎

日新聞社）
2020年11月10日

もうひとホリ 重要な「換気」と「加湿」 室温

低下を防ぐ方法は・・・

今日ドキっ（HBC北海道放

送）
2020年11月11日

対策・冬は「2段階換気」で チャンと！ CBCテレビ（中部放送） 2020年11月11日

冬コロナに克つ！ 室温の目安は？
週刊文春（11月19日号）

pp.125-127 （週刊文春）
2020年11月12日

空気をゆっくり回す
めざましテレビ（フジテレ

ビ）
2020年11月12日

北海道で“感染再拡大”難しさ浮き彫り・・・

有効な“換気法”は

真相報道バンキシャ！（日

本テレビ）
2020年11月15日

空気質測定器を置いてみた 変動するCO2濃度、

低い湿度…職場環境維持の難しさ

毎日新聞オンライン版（毎

日新聞社）
2020年11月15日

感染予防 室内換気のポイントは“気圧差” 空

気の流れをデザインする

サンデーLIVE!!（テレビ朝

日）
2020年11月15日

北海道で“感染再拡大”難しさ浮き彫り・・・

有効な“換気法”は（再放送）
news every.（日本テレビ） 2020年11月16日

北海道で“感染再拡大”難しさ浮き彫り・・・

有効な“換気法”は（再放送）

Oha！4 NEWS LIVE（日

本テレビ）
2020年11月16日

「換気」と「潤い」両立を 感染予防 CO2濃度

と湿度維持重要

毎日新聞 朝刊25面（北海

道面）（11/15オンライン

版と同記事）（毎日新聞

社）

2020年11月16日

北海道で起きたことは全国に広がる 寒さが招

く私たちの行動変容とは

週間朝日AERA（11月23日
号）（朝日新聞出版）

2020年11月16日

コロナ対策 まず換気扇
朝刊（社会面）（十勝毎日

新聞社）
2020年11月23日

「2段階換気」とは？ 加湿のポイントは？

OH! HAPPY MORNING
（FM青森・FM岩手・FM
秋田・FM山形・FM富山・

FM石川・FM三重・FM山

陰・FM香川） 全国FM放

送協議会（JFN）

2020年11月24日

新型コロナで重要に 冬の換気は“2段階”で

どうやるの？

ただいま！テレビ（テレビ

静岡）
2020年11月24日

「2段階換気」とは？ 人気高まる加湿器
どさんこワイド STV（札幌

テレビ放送）
2020年11月27日

CO2、湿度、混雑率…広がる数値活用「普段と

比べる目安に」

産経新聞 オンライン版（産

経新聞社）
2020年11月29日
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社会活動　　１　地域貢献諸活動Ⅳ
教 員 名 内容 掲載媒体 掲載日

齊藤 雅也

湿度保持 窓際の工夫で 室内の保温性高めて／

加湿器 設置場所注意

北海道新聞 朝刊13面（く

らし）（北海道新聞社）
2020年11月29日

「3密」可視化せよ（2020/11/29オンライン版

と同記事） 産経新聞
朝刊1面（産経新聞社） 2020年11月30日

感染リスク「小さな飛まつ」には換気 ZIP!（日本テレビ） 2020年12月10日

[部屋冷やさず感染予防 暖房つけたまま数セン

チ窓開ける 外気は隣室から「2段階換気」
東京新聞（東京新聞社） 2021年1月12日

換気と室温維持、両立を 専門家「2段階」提唱

（共同通信社札幌支社_配信記事）

中日新聞オンライン版（中

日新聞社）
2021年1月12日

「コロナ禍で気になる加湿と換気 もんすけ調

査隊
HBC（北海道放送） 2021年2月5日

職場に空気測定器を置いて見えたこと 換気以

上に難しいのは?
毎日新聞オンライン版（毎

日新聞社
2021年2月14日

職場に空気測定器を置いて見えたこと 換気以

上に難しいのは?（2021/02/14オンライン版と

同記事）

毎日新聞朝刊（毎日新聞

社）
2021年2月23日

黄砂・花粉×コロナ禍の換気方法
みんテレ（UHB北海道文

化放送）
2021年3月30日

藤木 淳

ＮＨＫ札幌放送 テレビ 2020年7月13日

デザイナーズFILE 2021，株式会社ボーンデジ

タル
専門誌 2020年7月13日

山陰中央新報 7文化 新聞 2020年8月12日

福井新聞 19文化・生活 新聞 2020年8月27日

信濃毎日新聞 5ぶんか 新聞 2020年8月28日

神奈川新聞 7文化 新聞 2020年8月31日

若林 尚樹

商品名アイヌ語「らしく」 北海道新聞 2020年9月5日

キッズデザイン賞年度別受賞作品「アナログっ

てなんだろう?」 受賞番号 200237 キッズデザイン協議会 2020年10月23日公開

3年度新設・札幌市芸術の森小 校章考案3人
たたえる 石山東小・常盤小が表彰式

北海道通信 2020年11月13日

自然に学び未来へ羽ばたいて 北海道新聞 2020年11月25日

アナログってなんだろう––親子でたのしめる

音楽体験ワークショオプ（企業web）
株式会社オーディオテクニ

カ
2021年3月23日公開

丸山 洋平

東京の耐えられない過密さ 加速する人口流入 東京新聞 2020年6月25日

国勢調査の回答率が下がると困ること NHKラジオ 2020年10月1日

札幌集中のリアル「人口集中続く前提 数十年

単位で策を」
北海道新聞 2020年10月3日

札幌集中のリアル「「田舎なく、帰省したこと

ない」 増える生涯札幌世代」
北海道新聞 2020年11月29日

大渕 一博

南区行政運営クイズ「なんだべあ？」
広報さっぽろ南区版2020年
6月号

2020年6月1日

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2020年
4月号〜2021年3月号

毎月1日
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社会活動　　１　地域貢献諸活動Ⅳ
教 員 名 内容 掲載媒体 掲載日

片山 めぐみ

空き家や古民家を交流拠点に地域活性を支援

札幌市立大学講師 片山めぐみ氏
北海道住宅通信 2020年6月25日

「地域サロンが日本を救う」

道営住宅広報誌ひろば、第

55号（一般財団法人北海道

住宅管理公社）

2020年12月

「多世代交流で楽しい地域づくり～支え合いが

健康につながる！」

シニサロン情報誌ちさろ、

Vol.9（札幌市社会福祉協議

会監修）

2021年3月

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

金子 晋也
【特集】空き家対策－人口減少時代の負動産問

題－「空き家はマチの彩り」
PRACTICE No35 2020年5月1日

矢久保 空遥 Honda Smile Mission『おじさんハンコ』
ラジオ 東京FM系 JFN36
局

2020年6月22日

② 看護学部

教 員 名 内容 掲載媒体 掲載日

卯野木 健

BS朝日 「日曜スクープ」で、集中治療室の

看護師数に関する意見がフリップ付きで取り上

げられた

テレビ 2020年12月13日

北海道の病院2021（北海道新聞社）で「いま

看護師を守るために何が必要か？」のインタ

ビュー

書籍 2021年2月20日

村松 真澄

新型コロナウイルスと口腔ケア ｐ35-39 ケア 2021年2月号

「健康アップは歯と口のお手入れから」 ｐ31 Orange Network 2021年1月号

「健康アップは歯と口のお手入れから」 ｐ30 Orange Network 2021年2月号

「歯と口の手入れで健康増進」広告および記事 羅府新報 2021年1月号

守村 洋
自粛生活 楽観思考が大切 コロナ禍 心の健

康維持のコツは
北海道新聞（夕刊） 2021年1月27日

伊東 健太郎

看護師が行う当事者研究について、精神科看護

師と語った。

ワンダーストレージ FMド

ラマシティ 77.6Mhz 2020年9月1日

教育の現場での当事者研究の活用について語っ

た。

ワンダーストレージ FMド

ラマシティ 77.6Mhz 2020年9月8日
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社会活動　　２　公開講座開催実績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 受講者数(名)

2020年7月3日 日本のAI研究を先導する４人が語るpart2
「AI研究の未来」（オンライン講座）

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（東京大学大学院 教授）

169

2020年7月4日
研究の二刀流・第2弾 6話シリーズ①

昆虫のデザイン～その多様なかたちと色の謎

～

酒井 正幸（札幌市立大学 名誉教

授）
12

2020年8月8日 NCPR（新生児蘇生法）スキルアップコース

（Sコース）

荒木 奈緒（看護学部 教授）

黒田 紀子（看護学部 講師）
7

2020年8月22日 NCPR（新生児蘇生法）専門コース（Aコー

ス）

荒木 奈緒（看護学部 教授）

黒田 紀子（看護学部 講師）

大友 舞（看護学部 助教）

小林 正樹（札幌医科大学 助教）

12

2020年8月26日
まちの健康応援室ミニ出張講座③

「次の出産に向けての心と身体の準備につい

て」

山本真由美（看護学部 講師） 4

2020年8月29日 研究の二刀流・第2弾 6話シリーズ②

自転車のメカニズムとデザイン
細谷 多聞（デザイン学部 教授） 9

2020年10月3日 研究の二刀流・第2弾 6話シリーズ③

氷上競技アイスホッケーのデザイン

齊藤 雅也（デザイン学部 教授）

山下 拓郎（元アイスホッケー男子日

本代表、札幌市役所職員）

20

2020年10月10日
研究の二刀流・第2弾 6話シリーズ④

日本語のデザイン～外国人にもやさしい日本

語をめざして～

酒井 正幸（札幌市立大学 名誉教

授）
21

2020年10月13日
まちの健康応援室ミニ出張講座④

「子どもに多い病気と健康生活（小児感染

症・肥満・アトピー・虫歯など）」

牧田 靖子（看護学部 助教） 6

2020年10月17日 研究の二刀流・第2弾 6話シリーズ⑤

パリの街とデザイン（その4） 安齋 利典（デザイン学部 教授） 14

2020年10月24日、

25日
ELNEC-J高齢者プログラム2020in北海道

≪二日間コース≫ （オンライン講座）

川村三希子（看護学部 教授）

山下いずみ（江別市立病院 看護師長）

三浦 直子（札幌西円山病院 副看護

師長）

桑田美代子（青梅慶友病院 看護部長

代行）

吉岡佐知子（松江市立病院 副看護局長）

西山みどり（有馬温泉病院 看護部長）

46

2020年10月31日
研究の二刀流・第2弾 6話シリーズ⑥

ギター音楽のデザイン♯2～演奏とトークによ

るクラシックギター音楽への誘い～

中原 宏（札幌市立大学 名誉教

授）
22

2020年11月16日 まちの健康応援室ミニ出張講座⑤

「おっぱい、ミルク、と卒乳について」
石引かずみ（看護学部 助教） 3

2021年1月15日

※2020年6月9日の代替開催

まちの健康応援室ミニ出張講座②

「乳幼児のスキンケアと乳幼児の身体発育に

ついて」

牧田 靖子（看護学部 助教） 5

2021年2月9日 まちの健康応援室ミニ出張講座⑥

「産後の身体をケアする体操など」
森川 由紀（看護学部 講師） 2
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開催日 タイトル 講師 受講者数(名)

2021年2月13日 北海道の若葉保健師どさんこカフェ

（オンライン講座）

本田 光（看護学部 准教授）

福田 大年（デザイン学部 講師）

深川 周平（札幌市役所）

中瀬 彩花（苫小牧市役所）

32

2021年2月20日

やりたかった活動を実現する力を磨こう！

保健師のためのWeb講座2021
「もらって嬉しいアンケート（調査票）の作

り方」（オンライン講座）

本田 光（看護学部 准教授） 54

2021年2月27日

やりたかった活動を実現する力を磨こう！

保健師のためのWeb講座2021
「こころ動かすデータの見せ方」

（オンライン講座）

喜多 歳子（看護学部 教授） 53

2021年3月1日
※2020年4月14日の代替開催

まちの健康応援室ミニ出張講座①

「産後の心と身体のケア」

大友 舞（看護学部 助教） 9

2021年3月6日 NCPR（新生児蘇生法）スキルアップコース

（Sコース）

荒木 奈緒（看護学部 教授）

黒田 紀子（看護学部 講師）

大友 舞（看護学部 助教）

9

2021年3月6日

やりたかった活動を実現する力を磨こう！

保健師のためのWeb講座2021
「一緒に考えよう！精神障害者への地域生活

支援」（オンライン講座）

伊東健太郎（看護学部 講師） 38

2021年3月13日

やりたかった活動を実現する力を磨こう！

保健師のためのWeb講座2021
「ポピュレーションアプローチを「得意技」

にする！」（オンライン講座）

村中 峯子（地域医療振興協会ヘルス

プロモーション研究センター参事）
24

※新型コロナウィルス感染症拡大防止の為、2講座を延期開催とした。

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)

2020年10月6日、

13日

さっぽろ市民カレッジ2020秋期講座

建築からみる札幌の歴史・秋

～札幌本府の成り立ち～

羽深 久夫（札幌市立大学 名誉教

授）
20

※新型コロナウィルス感染症拡大防止の為、2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 受講者数(名)

2020年10月3日

札幌市立大学・道総研共同セミナー

『知活（ちいき）ゼミナール2020』
テーマ「意外と知らない身近なモノ」

・合う！医療用テープ・絆創膏の選び方使い方

（札幌市立大学）

・きのこの世界（道総研）

貝谷 敏子（看護学部 教授）

東 智則（北海道立総合研究機構

林産試験場 利用部 主任主査）

29

4）共催講座：「公立はこだて未来大学」特別講演会

開催日 タイトル 講師 受講者数(名)

2020年7月2日 人工知能のデザイン

（オンライン講座）

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（東京大学大学院 教授）

443
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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

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

（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

「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

本田賞／選考委員 （公財）本田財団

NEDO技術委員会／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

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

（一社）日本ディープラーニング協会／有識者会員 （一社）日本ディープラーニング協会

ビッグデータ・AIコンペティション実行委員会／審査

委員（委員長）

ビッグデータ・AIコンペティション実行委

員会（NoMaps合同会社内）

Innovators Under35 Japan／審査 ㈱角川アスキー総合研究所

大学共同利用機関の自己検証結果報告書に対する意見

書作成

科学技術・学術審議会学術分科会研究環境

基盤部会 大学共同利用機関改革に関する

作業部会

「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

国立研究開発法人科学技術振興機構

戦略研究推進部 研究人材グループ

スマートライフ実現のためのAI等を活用したシュミ

レーションデータ連携基盤委員会／委員
㈱三菱総合研究所

北海道MaaS推進研究会／会長 （一社）北海道産学官研究フォーラム

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

公正取引委員会意見聴取 公正取引委員会

IPA新白書有識者委員会／委員 (独)情報処理推進機構
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教員名 名称／役職 自治体名・主催団体名

細谷 多聞

令和2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

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

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

齊藤 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）

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

登録建築物エネルギー消費性能評価機関・任意評定実

施機関／評価員・評定員
（一財）北海道建築指導センター

椎野 亜紀夫

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）

都市公園の指定管理者選定委員会／委員 札幌市（建設局）

北海道土地利用審査会／委員 北海道（総合政策部政策局）

札幌市都心のみどりづくり方針検討委員会／委員 札幌市（建設局）

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

三谷 篤史 介護ロボットのニーズ・シーズ連携協調協議会／委員 ㈱エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所

若林 尚樹

ADADA JAPAN／理事 ADADA JAPAN

（公財）画像情報教育振興協会／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／専門評価委員 総務省国際戦略局

小林 重人

小樽商科大学グローカル戦略推進センター研究支援部

門研究倫理審査専門部会／学外委員
(大)小樽商科大学

（一社）専修大学デジタル−コミュニティ通貨コンソーシア

ムラボラトリー／理事

（一社）専修大学デジタル—コミュニティ通貨ラ

ボラトリ—

北陸先端科学技術大学院大学／客員研究員 北陸先端科学技術大学院大学

武田 亘明

いじめ問題調査委員会／委員 当別町教育委員会

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

義務教育学校開校準備委員会／アドバイザー 当別町教育委員会

義務教育学校教育課程編成委員会／アドバイザー 当別町教育委員会

第15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

新潟市都市政策部GISセンター／研究参与 新潟市都市政策部GISセンター

「少子化対策地域評価ツール」を活用した対応策等に

関する調査研究事業／委員
（一社）北海道総合研究調査会

「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

北海道高等学校「高校生対流促進事業」推進協議会／

構成員
北海道（教育庁学校教育局）
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教員名 名称／役職 自治体名・主催団体名

丸山 洋平
令和2年度品目横断的販売促進緊急対策事業のうち地

域創意による販売促進事業／選考委員
㈱博報堂 テーマビジネスデザイン局

森 朋子

札幌市景観審議会／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）

札幌市中高層建築物紛争調整委員会／委員 札幌市（都市局）

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）

北広島市旧島松駅逓所整備基本計画検討委員会／委員 北広島市教育委員会

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

弟子屈町景観計画策定委員会／委員 弟子屈町

コンサルタント依頼／コンサルタント
クリスチャン・マンハート ユネスコ・ネ

パール

北海道景観審議会／委員 北海道（建設部まちづくり局）

山田 信博

札幌市広告アドバイザー／アドバイザー 札幌市（建設局）

「札幌市エレクトロニクスセンター多目的ホール空間

デザイン」審査委員会／委員
札幌市（経済産業局）

令和2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）

横溝 賢 札幌スタイル認証委員会／委員 札幌市（経済観光局）

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

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）

令和2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）

札幌市都心のみどりづくり方針検討委員会／委員 札幌市（建設局）

北海道住宅対策審議会／委員 北海道（建設部住宅局）

北海道情報大学大学院学位論文審査／審査委員 北海道情報大学

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 介護ロボットのニーズ・シーズ連携協調協議会／委員 ㈱エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所

須之内 元洋 認定こども園・浦河フレンドようちえん／理事 (学)フレンド恵学園

福田 大年
「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）

松永 康佑 ADADA JAPAN／理事 ADADA JAPAN

矢久保 空遥

観光商材開発支援事業審査委員会／委員 札幌市（経済観光局）

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）
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看護学部

教員名 名称／役職 自治体名・主催団体名

松浦 和代

日本看護系大学協議会 高度実践看護師教育課程認定

委員会

小児看護専門分科会／委員

（一社）日本看護系大学協議会 高度実践看護

師教育課程認定委員会

札幌市都市計画審議会／委員 札幌市

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

菊地 ひろみ

「医療・福祉分野求職開拓事業」に係る提案書技術審

査委員会／委員長
北海道労働局職業安定部

新卒訪問看護師教育プログラム策定ワーキングチーム

／委員
（公社）北海道看護協会

中村 惠子

プロトコール専門委員会／委員 札幌市保健福祉局

特別研究員等審査委員会／専門委員 (独)日本学術振興会

札幌市救急業務検討委員会／委員 札幌市

喜多 歳子

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

科学研究費委員会／専門委員 (独)日本学術振興会

北海道公衆衛生協会／理事 北海道公衆衛生協会

国立大学法人北海道大学環境健康科学瀬教育研究セン

ター／招聘教員

国立大学法人北海道大学環境健康科学教育

研究センター

定廣 和香子 特別研究員等審査委員会／書面審査担当専門委員 (独)日本学術振興会

樋之津 淳子

科学研究費委員会／専門委員 (独)日本学術振興会

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

貝谷 敏子 札幌医科大学倫理委員会／委員 (大)札幌医科大学

佐藤 ひとみ
北海道大学病院／病院長補佐 (大)北海道大学病院

公益財団法人日本医療機能評価機構評価／調査者 （公財）日本医療機能評価機構

菅原 美樹

一般社団法人日本救急看護学会／社員（評議員） （公社）日本看護協会

一般社団法人日本救急看護学会／理事 （公社）日本看護協会

認定看護師審査会ワーキンググループ（救急看護）／

構成員
（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

一般社団法人日本口腔ケア学会認定施設医療法人社団

はぎわら歯科クリニック内／「口腔ケアチーム」にお

ける認定指導者

(医)はぎわら歯科クリニック

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）

札幌市社会福祉協議会権利擁護審査会／委員 （社福）札幌市社会福祉協議会

本田 光 北海道看護協会札幌第1支部／助産師職能委員 北海道看護協会札幌第1支部

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 北海道看護協会札幌第1支部

黒田 紀子 若手による小児保健検討会準備委員会／委員 （公社）日本小児保健協会
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地域連携研究センター

教員名 名称／役職 自治体名・主催団体名

高橋 尚人
オープンデータの利活用／客員研究員 （一財）さっぽろ産業振興財団

産学融合拠点創出事業／コーディネーター （公財）北海道科学技術総合振興センター

福谷 遼太
令和3年度用中学校技術・家庭「技術分野」教科書準

拠学習指導書／原稿執筆
開隆堂出版㈱
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社会活動　　４　専門職支援・セミナー講師等Ⅳ
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

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため休講。

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

2020年6月6日 「AIの現状と未来」／講師 日本法律家協会北海道支部

2020年6月9日 「AI技術を活用する社会のデザイン」／講師
2020年度人工知能学会大会

全国大会

2020年6月27日 「AI技術の社会応用：皆が健康に暮らせる社

会のデザイン」／講師
医療法人社団豊生会

2020年7月8日 「人工知能・ビッグデータの技術的先端と社会

的影響」／講師
日本産学フォーラム

2020年7月22日 技術者の一日／講師 トヨタ技術会

2020年8月8日 「AIを用いた健康脆弱化予知予防への挑戦：

健康設計コンシェルジュを目指して」／講師
医療法人社団豊生会

2020年9月2日 NoMapsが切り拓く地図なき世界／講師 NoMaps実行委員会

2020年10月3日 「AIと対話」／講師
人間文化研究機構 国立国

語研所

2020年10月21日 「AIをコアとするデジタル基盤がもたらす変

革」／講師
日本経済新聞社

2020年10月29日、

10月30日
「未来型AI公共サービス「SAVS」について」

／講師
札幌市

2020年11月9日、

11月10日
データサイエンティスト協会 7thシンポジウ

ム／講師

（一社）データサイエンティスト

協会

2020年11月24日 「人工知能―その到達点と未来―」／講師 北海道文化放送㈱

2020年11月25日 第3回「人工知能の過去・現在・未来」／講師 新鋭経営会

2020年12月4日 「日本社会はAIで変われる」／講師 神戸商工会議所

2020年12月8日 「人工知能の現状および将来展望」／講師 （公財）中部科学技術センター

2021年3月2日 「AI技術で支える社会とモビリティ」／講師 芝浦工業大学

2021年3月9日 SIP学習支援シンポジウム／講師 NTTラーニングシステムズ

2021年3月12日 CVMW2020／講師
CVMW2020 心血管代謝週

間

齊藤 雅也 2021年2月22日 「ペットボトルハウスで考える住まいの温・涼

デザイン」／講師
北海道旭川西高等学校

椎野 亜紀夫
2020年10月6日、

10月7日、10月13日
「常盤の自然を生かした公園デザインをしよ

う」／講師
札幌市立常盤小学校

小林 重人

2020年11月6日 大学改革シンポジウム／講師 山梨大学大学院総合研究部

2021年2月25日 「第5回貨幣革新・地域通貨国際会議 飛騨高

山大会の開催ついて」／講師
日本政府観光局
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社会活動　　４　専門職支援・セミナー講師等Ⅳ
教員名 開催日・期間 内容・タイトル 主催者

武田 亘明

2020年11月4日 地域と学校の連携推進協議会／講師 北海道教育庁石狩教育局

2021年2月27日 「地域学校協働活動の趣旨と地域が取り組む意

義について」／講師
千歳市教育委員会

石田 勝也 2020年5月14日 「看護教員のためのオンライン授業の具体的な

方法とコツ」／講師
北海道文教大学

片山 めぐみ 2020年10月2日 団地サミット／講師 （一社）北海道住宅管理公社

福田 大年 2021年3月5日 「クリエイティブ活動を刺激するビジュアル思

考活用法」／対談
㈱グラグリッド

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

2020年4月1日
～2022年3月31日

札幌市都市計画審議会 都市計画に関する事項

の調査審議／委員
札幌市

2020年7月20日
～2022年度日本看

護系大学協議会定

時社員総会の終結

の時まで

2020-2021年度 日本看護系大学協議会 高度

実践看護師教育課程認定委員会／小児看護専門

分科会委員

（一社）日本看護系大学協議会

高度実践看護師教育課程認

定委員会

2020年7月28日
～2021年3月31日

ノースティック財団「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

2020年9月
～2021年6月

2020年度一般社団法人日本小児看護学会研究

奨励賞選考委員
（一社）日本小児看護学会

菊地 ひろみ

2020年8月1日
～2021年3月31日

「医療・福祉分野求職開拓事業」に係る提案書

技術審査委員会／委員長
北海道労働局職業安定部

2020年9月15日 令和2年度第1回新卒訪問看護師教育プログラ

ム策定ワーキングチーム
（公社）北海道看護協会

2020年11月24日 令和2年度第2回新卒訪問看護師教育プログラ

ム策定ワーキングチーム
（公社）北海道看護協会

中村 惠子

2018年7月1日
～2020年6月30日

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

2018年10月18日
～2022年12月 一般社団法人日本看護管理学会／評議員 （一社）日本看護管理学会

2019年6月14日
～2023年評議員選

挙終了時まで

一般社団法人クリティカルケア看護学会／評議

員

（一社）日本クリティカルケア看

護学会

2019年11月1日
～2021年10月31日 プロトコール専門委員会／委員 札幌市（保健福祉局）

2018年6月1日
～2020年5月31日 札幌市救急業務検討委員会／委員 札幌市

荒木 奈緒

2020年4月1日
～2021年3月31日 学会誌編集委員会に係る委員 日本遺伝看護学会

2020年4月1日
～2021年3月31日

⑴出生前診断に関する相談員（産婦人科外来）

及び⑵臨床看護研究支援スタッフ育成のための

研修会／講師

NTT東日本札幌病院

2020年3月31日
～2022年定時社員

総会終結まで

一般社団法人日本助産学会／代議員 （一社）日本助産学会
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教員名 開催日・期間 内容・タイトル 主催者

卯野木 健

2020年5月16日 日本脳神経看護研究学会北海道部会記念講演

「看護データに関する講演」

日本脳神経看護研究学会北

海道部会

2020年10月1日 看護部主催研修～超急性期医療における身体拘

束、なぜ拘束をやめられないのか～／講師
手稲渓仁会病院

2020年11月16日 社内勉強会／講師
アルケア株式会社 ウンド

＆ナーシングケア事業部

2020年12月17日
～2021年学術集会

終了時まで

第9回看護理工学会学術集会／運営委員長 第9回看護理工学会学術集会

2021年1月12日 院内Web研修／講師 石巻赤十字病院

2021年1月27日 「超急性期医療における身体拘束 なぜ身体拘

束をやめられないのか？」／講演

学校法人聖路加国際大学

聖路加国際病院

2021年2月27日 第8回日本ニューロサイエンス看護学会学術集

会（Web）共同企画セッション／座長

日本ニューロサイエンス看

護学会学術集会

2021年2月13日、

14日
第48回日本集中治療医学会学術集会／司会及

び演者

第48回日本集中治療医学会

学術集会

小田 和美
2020年3月5日

～9月頃
看護研究指導／講師 (医)萬田記念病院

貝谷 敏子

2019年10月1日
〜2021年9月30日 公益財団法人日本看護科学会誌／専任査読委員 （公財）人日本看護科学会

2020年5月16日 第29回日本創傷・オストミー・失禁管理学会

学術集会ランチョンセミナー／座長
持田ヘルスケア株式会社

2020年4月1日
～2022年3月31日 札幌医科大学倫理委員会／委員 (大)札幌医科大学

喜多 歳子

2019年6月1日
～2021年6月5日

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

2019年8月
～2021年8月 北海道建築審査会／委員 北海道

2020年4月1日
～2021年3月31日

国立大学法人北海道大学環境健康科学研究教育

センター／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1日
～2020年11月30日 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

2019年7月1日
～2020年6月30日

特別研究員等審査委員会等／書面審査担当の専

門委員
(独)日本学術振興会

2020年6月11日、

15日、19日、

19日、7月10日

令和2年度北海道専任教員養成講習会の講師①

看護論②看護論演習
（公社）北海道看護協会

2020年7月1日
～2021年6月30日

特別研究員等審査委員会等／書面審査担当の専

門委員
(独)日本学術振興会

2020年11月27日、

12月4日、18日 令和2年度北海道専任教員養成講習会／講師 （公社）北海道看護協会

佐藤 ひとみ

2020年4月1日
～2021年3月31日 北海道大学病院／病院長補佐

(大)北海道大学 北海道大学

病院

2020年5月1日
～2022年3月31日 公益財団法人日本医療機能評価機構評価調査者 （公財）日本医療機能評価機構
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教員名 開催日・期間 内容・タイトル 主催者

樋之津 淳子

2018年7月7日
～2020年北海道地

方会総会前日まで

一般社団法人日本看護研究学会北海道地方会／

役員

（一社）日本看護研究学会北海道

地方会

2019年11月1日
～2021年3月31日

北海道公立大学法人札幌医科大学附属病院／看

護部長選考会議の委員
(大)札幌医科大学附属病院

2019年8月1日
～2021年3月31日 日本人間工学会看護人間工学部会／総務委員長 看護人間工学会

2019年5月1日
～2021年3月31日 日本人間工学会看護人間工学部会／理事 看護人間工学会

2018年10月9日
～2020年9月30日

一般社団法人日本看護研究学会第46回学術集

会／企画委員

（一社）日本看護研究学会第46回
学術集会

2019年2月28日
～2023年3月

公益社団法人日本看護科学学会／社員（代議

員）
（公社）日本看護科学学会

2019年6月16日
～2021年6月 公益社団法人日本看護科学学会／理事 （公社）日本看護科学学会

2020年8月28日 一般社団法人日本看護研究学会第46回学術集

会／座長

（一社）日本看護研究学会第46回
学術集会

2020年6月7日
～2024年度定時評

議員会の終結の時

一般社団法人日本看護学教育学会／評議員 （一社）日本看護学教育学会

2020年12月1日
～2021年11月30日 科学研究費委員会／専門委員 (独)日本学術振興会

2019年6月6日
～2021年学術集会

終了時まで

看護理工学会 第9回学術集会／大会長 看護理工学会

神島 滋子

2020年3月 日本ニューロサイエンス看護学会第7回学術集

会／会長

日本ニューロサイエンス学

会

2020年11月27日 2020年度済生会小樽病院看護部「看護研究発

表会」／座長
済生会小樽病院看護部

菅原 美樹

2018年11月1日
～2020年10月31日 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

2019年4月1日
～2021年3月31日 認定看護師認定委員会／委員 （公社）日本看護協会

2019年10月3日
～2023年開催の定

時社員総会の前日

まで

一般社団法人日本救急看護学会／社員（評議

員）
（一社）日本救急看護学会

2019年10月3日
～2021年開催の定

時社員総会締結の

時まで

一般社団法人日本救急看護学会／理事 （一社）日本救急看護学会

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／会長 （一社）日本救急看護学会

2020年11月1日
～2021年3月31日

認定看護師審査会ワーキンググループ（救急看

護）／構成員
（公社）日本看護協会
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教員名 開催日・期間 内容・タイトル 主催者

檜山 明子

2018年7月7日
～2020年年北海道

地方会総会前日ま

で

一般社団法人日本看護研究学会北海道地方会／

役員

（一社）日本看護研究学会北海道

地方会

2020年11月27日、

12月9日、11日、

16日、18日、

23日、1月6日、8日

令和2年度北海道専任教員養成講習会／講師

「看護論演習」
（公社）北海道看護協会

2020年12月17日
～2021年学術集会

終了時まで

第9回看護理工学会学術集会／運営委員 第9回看護理工学会学術集会

藤井 瑞恵

2020年4月1日
～2021年3月31日 札幌医科大学訪問研究員 (大)札幌医科大学

2019年11月8日
～2021年11月12日

日本腎不全看護学会CKD委員会／ワーキング

メンバー
（一社）日本腎不全看護学会

本田 光

2021年2月
～2023年2月

令和3年度北海道看護協会札幌第1支部／助産

師職能委員
北海道看護協会札幌第1支部

2021年3月17日 市立札幌みなみの杜高等支援学校／2学年教科

「保健」講師

市立札幌みなみの杜高等支

援学校

村松 真澄

2019年8月1日
～2021年7月31日 日本摂食嚥下リハビリテーション学会／評議員

（一社）日本摂食嚥下リハビリ

テーション学会

2020年5月1日
～2021年3月31日 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

2020年7月17日
～2022年度社員総

会まで

一般社団法人日本老年看護学会編集委員会／査

読委員

（一社）日本老年看護学会及び日

本老年看護学会編集委員会

2020年6月29日
～2024年度社員総

会まで

一般社団法人日本老年看護学会／代議員 （一社）日本老年看護学会

2020年7月17日
～2022年度社員総

会まで

一般社団法人日本老年看護学会編集委員会／査

読委員
（一社）日本老年看護学会

2020年8月28日
～2022年度社員総

会まで

一般社団法人日本老年看護学会老年看護政策検

討委員会／委員
（一社）日本老年看護学会

2020年4月1日
～2025年3月31日

一般社団法人日本口腔ケア学会認定施設医療法

人社団はぎわら歯科クリニック内「口腔ケア

チーム」における認定指導者

(医)はぎわら歯科クリニック

2020年4月1日
～2022年3月31日 一般社団法人日本口腔ケア学会／評議員 （一社）日本口腔ケア学会

2020年4月1日
～2022年3月31日

一般社団法人日本口腔ケア学会医科歯科連携委

員会／委員
（一社）日本口腔ケア学会

2020年12月17日
～2023年11月30日 北海道公衆衛生学会／評議員 北海道公衆衛生協会

2021年2月20日
米国カリフォルニア州オレンジ郡日系協会会員

及びロサンゼルス在住日系人、日本人健康セミ

ナー開催に関する講演

オレンジ郡日系協会

2020年12月17日
～2021年学術集会

終了時まで

第9回看護理工学会学術集会／運営委員（プロ

グラム委員）
第9回看護理工学会学術集会
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教員名 開催日・期間 内容・タイトル 主催者

守村 洋

2019年12月1日
～2023年3月31日

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

2020年4月1日
～2022年3月31日 札幌市社会福祉協議会権利擁護審査会／委員 （社福）札幌市社会福祉協議会

2020年8月14日 「精神科訪問看護基本療養指導に係る研修／研

修会」講師
（公社）北海道看護協会

2020年7月28日 令和2年度札幌市教育センター専門研修／講師 札幌市（教育委員会）

2020年10月29日、

12月15日
令和2年度メンタルヘルス研修の開催に伴う講

師

北海道社会福祉協議会社会

福祉研修所

2020年9月14日、

2021年2月3日
令和2年度「生活支援員登録に向けた研修・説

明会」／講師
（社福）札幌市社会福祉協議会

2020年7月15日
～2021年3月5日 第40回日本社会精神医学会／プログラム委員 第40回日本社会精神医学会

大野 夏代
2020年8月21日
～2021年3月31日 日本国際看護学会誌／査読 日本国際看護学会

石引 かずみ

2020年7月1日
～2020年10月30日

日本フォレンジック看護学会第7回学術集会／

実行委員

日本フォレンジック看護学

会

2020年7月20日 書籍化についての許諾願い ㈱学研メディカル秀潤社

工藤 京子

2018年7月7日
～2020年北海道地

方会総会前日まで

一般社団法人日本看護研究学会北海道地方会／

役員

（一社）日本看護研究学会北海道

地方会

黒田 紀子

2019年9月1日
～2020年8月30日

第30回日本新生児看護学会学術集会／学会企

画運営委員

第30回日本新生児看護学会

学術集会

2 0 2 0年8月3日～

2022年定時社員総

会まで

若手による小児保健検討会準備委員会／委員 （公社）日本小児保健協会

武冨 貴久子

2020年10月～11月 令和2年度札幌第4支部研修「看護研究」研修

／講師

（公社）北海道看護協会 札幌第

4支部

2020年4月1日
～2021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

2020年9月4日 看護研究グループへのアドバイス及び事例検討

の研修
町立中標津病院

2020年9月11日 標準模擬患者指導教員 北海道大学医学研究院

2020年9月5日 令和2年度札幌第4支部研修「看護研究研修

会」研修／講師

（公社）北海道看護協会 札幌第

4支部

2020年10月24日 標準模擬患者指導教員 北海道大学医学研究院

矢野 祐美子

2019年3月16日
～2021年度定時社

員総会終結時業務

完了まで

一般社団法人日本看護管理学会 学術活動推進

委員会委員
（一社）日本看護管理学会

2021年1月25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」／講師
苫小牧市立病院
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教員名 開催日・期間 内容・タイトル 主催者

山本 真由美

2021年2月
～2023年2月支部大

会まで

令和3年度北海道看護協会札幌第1支部／助産

師職能委員
北海道看護協会札幌第1支部

2020年8月27日
～2020年8月28日

一般社団法人日本看護研究学会 第46回学術

集会 実行委員

（一社）日本看護研究学会第46回
学術集会

2021年2月21日
～2022年度支部大

会修了の日まで

公益社団法人北海道看護協会 札幌第1支部／

助産師職能委員
（公社）北海道看護協会

2020年12月17日
～2021年学術集会

終了時まで

第9回看護理工学会学術集会／運営委員 第9回看護理工学会学術集会

鬼塚 美玲

2018年7月7日
～2020年北海道地

方会総会前日まで

一般社団法人日本看護研究学会北海道地方会／

役員

（一社）日本看護研究学会北海道

地方会

2020年4月1日
～2021年3月31日 自衛隊札幌病院の看護研究指導 自衛隊札幌病院

近藤 圭子
2020年8月25日、

9月30日
令和2年度訪問指導員研修会・連絡会（8・9月
実施分）／講師

（社福）札幌市社会福祉協議会

高橋 葉子

2019年5月29日
～2020年北海道地

方会総会前日まで

一般社団法人日本看護研究学会北海道地方会／

役員

（一社）日本看護研究学会北海道

地方会

2020年12月17日
～2021年学術集会

終了時まで

第9回看護理工学会学術集会／運営委員 第9回看護理工学会学術集会

③ 地域連携研究センター

教員名 開催日・期間 内容・タイトル 主催者

髙橋 尚人 2021年2月8日 「AIを活用した公共事業の最適化に関する研

究」／講師
北海道ITSフォーラム
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社会活動　　５　国際交流実績　６　サテライトキャンパスの利用状況Ⅳ
５　国際交流実績

年月日 内容

2020年8月
～2021年７月

派遣 ラップランド大学へ交流学生1名を派遣

2020年10月1日
～2021年9月30日 受入 台中科技大学から特別聴講生1名を受入

2021年1月14日 オンライン

交流

台中科技大学（教員8名、学生24名）と、オンライン国際交流プログラムを実施

し、教職員8名、看護学部生15名が参加

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




