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Ⅹ　教員一覧

１　教員一覧

デザイン学部 看護学部

職位・コース 教員名 職位・領域 教員名

学長 中島 秀之 教授・小児 松浦 和代

教授・人間情報 細谷 多聞 教授・在宅 菊地 ひろみ

教授・人間情報 石井 雅博 教授・成人 川村 三希子

教授・人間情報 安齋 利典 教授・母性 荒木 奈緒

教授・人間情報 柿山 浩一郎 特任教授・成人 中村 惠子

教授・人間空間 齊藤 雅也 教授・成人 卯野木 健

教授・人間空間 椎野 亜紀夫 教授・成人 小田 和美

教授・人間情報 藤木 淳 教授・老年 貝谷 敏子

教授・共通教育 町田 佳世子 教授・地域 喜多 歳子

教授・人間情報 三谷 篤史 教授・基礎 定廣 和香子

教授・人間空間 山田 良 教授・管理 佐藤 ひとみ

教授・人間情報 若林 尚樹 教授・基礎 樋之津 淳子

准教授・人間空間 小林 重人 准教授・基礎 大野 夏代

准教授・人間空間 武田 亘明 准教授・成人 神島 滋子

准教授・人間情報 張 浦華 准教授・成人 菅原 美樹

准教授・共通教育 松井 美穂 准教授・成人 藤井 瑞恵

准教授・共通教育 丸山 洋平 准教授・地域 本田 光

准教授・人間空間 森 朋子 准教授・老年 村松 真澄

准教授・人間空間 山田 信博 准教授・精神 守村 洋

准教授・人間情報 横溝 賢 講師・精神 伊東 健太郎

講師・人間空間 石田 勝也 講師・成人 工藤 京子

講師・人間空間 大島 卓 講師・母性 黒田 紀子

講師・人間情報 大渕 一博 講師・在宅 髙橋 奈美

講師・人間空間 片山 めぐみ 講師・基礎 武冨 貴久子

講師・人間情報 金 秀敬 講師・老年 原井 美佳

講師・人間空間 小宮 加容子 講師・基礎 檜山 明子

講師・人間空間 須之内 元洋 講師・母性 森川 由紀

講師・人間情報 福田 大年 講師・管理 矢野 祐美子

講師・人間情報 松永 康佑 講師・母性 山本 真由美

助教・人間空間 金子 晋也 助教・母性 石引 かずみ

助教・人間情報 矢久保 空遥 助教・母性 大友 舞

助教・管理 鬼塚 美玲

地域連携研究センター 助教・成人 柏倉 大作

職位・担当 教員名 助教・地域 近藤 圭子

特任准教授・ＡＩラボ 高橋 尚人 助教・成人 齋 若奈

特任助教・ＡＩラボ 福谷 遼太 助教・基礎 渋谷 友紀

特任助教・ＡＩラボ 吉田 彩乃 助教・地域 田仲 里江

助教・老年 中田 亜由美

助教・小児 牧田 靖子

特任助教・小児 田中 純

助手・基礎 高橋 葉子
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2　教員業績一覧

デザイン学部

中島　秀之

＜著書＞1.「人工知能 チューリング/ブルックス/ヒントン」（共著、2020年、岩波書店）

＜所属学会・研究会＞人工知能学会／情報処理学会／日本認知科学会／PRICAI／サービス学会／日本

ソフトウェア科学会／観光情報学会／日本工学アカデミー会員／日本工学会

＜講演会・講習会活動＞はこだて未来大学 オンライン公開講座「人工知能のデザイン」（2020年7月
2日、はこだて未来大学）／芝浦工業大学「アーバン・エコ・モビリティ研究拠点の形成 ～私立大学

研究ブランディング事業シンポジウム～」「AI技術で支える社会とモビリティ」（2021年3月2日、芝

浦工業大学）

＜専門職者・企業・展覧会等への支援＞講演「2020年度人工知能学会大会全国大会」「AIと社会」

（2020年6月9日、人工知能学会）／講演「人生100年時代 アフターコロナに立ち向かう社会を考え

る」「ＡＩ技術の社会応用：皆が健康に暮らせる社会のデザイン」（2020年6月27日、豊生会）／講

演「日本産学フォーラム リベラルアーツ企業研修会」「人工知能技術と社会」（2020年7月8日、日本

産学フォーラム）／パネリスト「WAIC2020 Summit Online 世界人工智能大会（上海）」“Future
Challenges and Breakthroughs of Artificial Intelligence”（2020年7月9日、WAIC）／公正取引委

員会からの意見聴取（2020年7月21日、公正取引委員会）／講師「トヨタ「技術者の一日」（2020年
7月22日、トヨタ自動車株式会社 トヨタ技術会）／講演「第2回人生100年時代 アフターコロナに立

ち向かう社会を考える」「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～」（2020年8月8日、豊生会）／パネリスト「FIT2020 情報科学技術フォーラム」「NoMapsが
切り拓く地図なき世界」（2020年9月2日、NoMaps実行委員会）／講演「NINJALシンポジウム 言語

コミュニケーションの多様性」「AIと対話」（2020年10月3日、国立国語研究所）／講演「NoMaps
札幌証券取引所70周年記念セッション」「AIで北海道を活性化する」」（2020年10月14日、札幌証

券取引所）／パネリスト「AI/SUM&TRAN/SUM」「AIをコアとするデジタル基盤がもたらす変革」

（2020年10月21日、日本経済新聞社）／講演「経営知恵サロン”無関”」「これからの社会と人工知

能 -道具としてのAI-」（2020年10月25日、新鋭経営会）／講演 ノボシビルスク市主催「まちづくり国

際フォーラム」「未来シェアの考えるMaaS：Smart Access Vehicle Service 」（2020年10月29日、

札幌市経済観光局）／講師「データサイエンティスト協会 7thシンポジウム」「データ処理とAIの歴

史と未来」（2020年11月9日、データサイエンティスト協会）／講演「UHB大学」「人工知能とは」

（2020年11月24日、北海道文化放送）／講演「産業技術総合研究所人工知能技術コンソーシアム神戸

支部WG特別講演会」「日本社会はAIで変われる」」（2020年12月4日、神戸商工会議所）／講演「中

部科学技術推進会 講演会」「DXとITとAIと社会」（2020年12月8日、中部科学技術センター）／講演

「Ｅｄ－ＡＩへの挑戦」「AIの現状と教育の未来」（2021年3月9日、NTTラーニングシステムズ株式

会社）／講演「CVMW（心血管代謝週間）2020」「AI技術が可能にする社会デザイン」（2021年3月
12日、心血管代謝週間運営事務局）／取締役会長（未来シェア）／副代表理事（社会システムデザイ

ンセンター）／公立はこだて未来大学特任教授（公立はこだて未来大学）／公立はこだて未来大学未来

AI研究センター顧問（公立はこだて未来大学）／理事（本田財団）／理事（産学連携推進機構）／会

長（北海道MaaS推進研究会）／連携会員（日本学術会議）／有識者会員（日本ディープラーニング協

会）／新白書有識者委員会委員（情報処理推進機構）／NEDO技術委員（NEDO）／「情報システム

本部研究開発部門計算工学応用開発ユニット」客員主管研究員（理化学研究所）／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研究所）／未

来社会創造事業 研究開発運営会議委員（科学技術振興機構）／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）／大学機関別認証評価委員会専門委員（大学改革支援・学位授与機構）／

「Sapporo AI Lab」エグゼクティブ・アドバイザー（さっぽろ産業振興財団）／ＮｏＭａｐｓ実行委

員会 顧問（ＮｏＭａｐｓ実行委員会）／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

員会事務局）／最終審査員「第8回星新一賞」（星新一賞実行委員会）／審査委員長「ビッグデータ・

ＡＩコンペティション」（ビッグデータ・AIコンペティション実行委員会）／審査員「MITテクノロ

ジーレビュー Innovtors Under 35 Japan」（社角川アスキー総合研究所）
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細谷　多聞

＜論文査読・学会抄録査読＞1.デザイン学研究作品集（3件、日本デザイン学会）

＜学会役員就任状況＞日本デザイン学会（2020年度作品審査委員会、委員（学会理事））

石井　雅博

＜学会発表＞1.着装者の印象判断において多数の評価者が選好する色相は存在するか（視覚学会、

2020年）／2.見下げ時の足圧中心の動き（電子情報通信学会ヒューマン情報処理研究会、2020年）

＜所属学会・研究会＞Vision Sciences Society／日本視覚学会／日本光学会／日本感性工学会／日本

バーチャルリアリティ学会／芸術科学会／映像情報メディア学会／電子情報通信学会／情報処理学会

＜専門職者・企業・展覧会等への支援＞幹事（視覚科学技術コンソーシアム）

安齋　利典

＜学会発表＞1.デスクランプの造形デザイン向上に関する研究（共同、日本デザイン学会、2020年6
月）／2.癒しのためのテラリウムの提案（共同、日本デザイン学会、2020年6月）／3.落書きコミュニ

ケーションによるデザイン思考体験（共同、日本デザイン学会、2020年6月）／4.落書コミュニケー

ションによる視覚的対話手法の分析（共同、日本デザイン学会、2020年6月）／5.BtoB企業に対する

UXワークショプの試行-01（共同、日本デザイン学会、2020年6月）／6.BtoB企業に対するUXワーク

ショプの試行-02（共同、日本デザイン学会、2020年6月）／7.ものづくりを通した木への関心度向上

の研究（共同、日本感性工学会北海道支部、2021年2月）／8.デスクランプの造形デザイン向上に関す

る研究（共同、日本感性工学会北海道支部、2021年2月）

＜論文査読・学会抄録査読＞1.芸術工学会誌（1件、芸術工学会誌）

＜学会役員就任状況＞芸術工学会（理事）

＜学会座長就任状況＞感性フォーラム札幌2021（2021年2月、日本感性工学会北海道支部発表番号：

01～04（第1セッション））

＜専門職者・企業・展覧会等への支援＞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

（2020年6月～2021年3月、株式会社AIRDO）／NoMaps2020「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！」（2020年10月16日、JAA（日本アドバタイザーズ協会） Web広
告研究会）／次世代オンラインワークショップ「アナログってなんだろう？」（2021年3月13日、株式

会社オーディオテクニカ）

柿山　浩一郎

＜著書＞1.地域創生デザイン論: “まち育て”に大学力をどう活かすか（共著、2020年8月、札幌市立

大学地域創生デザイン研究チーム、pp.165-224、pp.284-294）
＜学会発表＞1.BtoB企業に対するUXワークショプの試行-02（口頭発表）（共同、日本デザイン学会

誌 第67回研究発表大会概要集2020 セッショID:H-02 p.106-p.107、2020年6月）

＜論文査読・学会抄録査読＞1.日本感性工学会論文誌（1件、日本感性工学会）

＜学会役員就任状況＞日本デザイン学会（梗概集編集委員会、委員長）／日本デザイン学会（研究推進

委員会、委員）／日本デザイン学会（理事）／日本感性工学会（理事）／日本感性工学会（論文審査委

員会、委員）／日本感性工学会（北海道支部、支部長）／日本感性工学会（感性インタラクション研究

部会 部会長）

＜学術集会運営＞日本デザイン学会春季研究発表大会2020（日本デザイン学会）／感性フォーラム札

幌2021（日本感性工学会 感性インタラクション研究部会、あいまいと感性研究部会）

＜所属学会・研究会＞日本感性工学会／日本デザイン学会／日本教育工学会

齊藤　雅也

＜著書＞1.地域創生デザイン論: “まち育て”に大学力をどう活かすか（共著、2020年8月、札幌市立

大学地域創生デザイン研究チーム、pp.127-146）
＜国際会議での発表＞1.Architectural Planning and the Planning Studies after COVID 19
（China, Japan and South Korea Living Environment integration Symbiosis Academic Conference
（Online）、2020年12月）
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＜学会発表＞1.双曲放物屋根をもつ木造オフィスの冬季の室内気候と快適性 スタッフの想像温度と快

適感・行動について（共同、2020年度日本建築学会北海道支部研究報告集、2020年6月）／2.建築家

上遠野徹「札幌の家・自邸」の冬季の熱環境と設備に関する考察（共同、2020年度日本建築学会北海

道支部研究報告集、2020年6月）／3.積雪寒冷地の環境情報としての「氷柱」のデザイン さっぽろ垂

氷まつり2020の取組みについて（共同、2020年度日本建築学会北海道支部研究報告集、2020年6月）

／4.ヒトの温度想像力と夏の住みこなしに関する考察（共同、2020年度日本建築学会大会（関東）学

術講演会（環境工学Ⅱ）、2020年9月）／5.住まい手の「温度想像力」養成に関する研究 その1 札幌・

福山・熊本における夏季・秋季・冬季の熱的感覚と想像温度（共同、2020年度日本建築学会大会（関

東）学術講演会（環境工学Ⅱ）選抜梗概、2020年9月）／6.住まい手の「温度想像力」養成に関する

研究 その2 札幌・福山・熊本における夏季・秋季・冬季の被験者の生活と想像温度（共同、2020年度

日本建築学会大会（関東）学術講演会（環境工学Ⅱ）選抜梗概、2020年9月）／7.冬季災害時における

「紙管シェルター」のデザインと熱性能（共同、2020年度日本建築学会大会（関東）学術講演会（環

境工学Ⅱ）、2020年9月）／8.岩見沢市における心理好転的デトックスを促すホスピス併設型病院及び

周辺施設の提案（共同、2020年度日本建築学会大会（関東）デザイン発表会、2020年9月）／9.建築家

上遠野徹 「札幌の家・自邸」の夏季の熱環境について（共同、2020年度日本太陽エネルギー学会講演

論文集、2020年11月）／10.熱環境に対する「温度想像力」養成に関する研究 ～札幌・福山・熊本にお

ける2019年夏季と2020年夏季の被験者実験～（共同、2020年度第60回日本建築学会九州支部研究発表

会、2021年3月）／11.室内熱環境における「温度想像力」養成に関する研究 福山における冬季・春季

調査（共同、2020年度日本建築学会中国支部研究発表会、2021年3月）／12.札幌の住宅における出身

国・地域が異なる住まい手に冬季の乾き感・想像温度の関係（共同、空気調和・衛生工学会北海道支部

第55回学術講演会、2021年3月）／14.多湿な室内気候デザインに関する基礎的研究 トカゲとシダの生

態に基づく視点から（共同、空気調和・衛生工学会北海道支部 第55回学術講演会、2021年3月）

＜学会座長就任状況＞日本太陽エネルギー学会学術集会（2020年10月5日（オンライン））／日本建築

学会環境工学委員会合同発表会（2020年12月12日（オンライン））

＜論文査読・学会抄録査読＞1.日本建築学会環境系論文集（論文査読（2件）、日本建築学会）／2.空
気調和・衛生工学会技術振興賞（審査委員（5件）、空気調和・衛生工学会）

＜学会役員就任状況＞日本建築学会地球環境委員会環境ライフスタイル普及小委員会（幹事）／日本建

築学会熱環境委員会バイオクライマティックデザイン小委員会（委員）／空気調和・衛生工学会北海道

支部（幹事）／日本建築学会北海道支部環境工学専門委員会（委員）／NPO法人パッシブシステム研

究会（顧問）

＜所属学会・研究会＞日本建築学会／日本デザイン学会／空気調和・衛生工学会／日本太陽エネ

ルギー学会／日本感性工学会／日本看護科学学会／日本公衆衛生学会／LowEx. Net（Network of
International Society for Low Exergy Systems in Buildings）
＜講演会・講習会活動＞文部科学省スーパーサイエンスハイスクール（SSH）事業 北海道旭川西高等

学校 特別講師（2012年4月～現在）／BIS養成講習会（2020年10月、北海道建築技術協会）／BIS更新

講習会（2020年10月、北海道建築技術協会）

＜専門職者・企業・展覧会等への支援＞環境工学専門委員（2001年4月～現在、日本建築学会 北海道

支部）／環境工学委員会 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（2015年4月
～現在、日本建築学会 本部）／北海道支部 常任幹事（2015年12月～現在、公益社団法人空気調和・

衛生工学会）／パッシブシステム研究会（顧問）（2018年～現在）／技術振興賞（北海道支部）審査

（2020年11月4日、公益社団法人空気調和・衛生工学会）／第12回JIA（日本建築家協会）・テスク

チェレンジ設計コンペ審査委員会（2021年3月～9月、日本建築家協会北海道支部）

椎野　亜紀夫

＜学術論文＞1.まちづくり市民活動団体の役割構造のモデル化（共著、2021年3月、日本建築学会計画

系論文集、第86巻、第781号、pp.961-970）
＜論文査読・学会抄録査読＞1.ランドスケープ研究（5件、日本造園学会）／2.ランドスケープ研究

（オンライン論文集）（7件、日本造園学会）／3.日本都市計画学会学術研究論文集（5件、日本都市計

画学会）／4.日本建築学会計画系論文集（2件、日本建築学会）／5.日本建築学会技術報告集（1件、日

本建築学会）／6.こども環境学研究（2件、こども環境学会）
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＜学会役員就任状況＞日本造園学会（北海道支部副支部長（2017年～現在））／日本造園学会（ラン

ドスケープ作品選集委員会委員（2020年～現在））

＜学術集会運営＞日本造園学会北海道支部大会（日本造園学会）

＜所属学会・研究会＞日本造園学会／日本都市計画学会／日本建築学会／こども環境学会／日本博物館

協会／環境情報科学センター

＜講演会・講習会活動＞札幌市立常盤小学校 総合的な学習の時間における講師派遣

＜専門職者・企業・展覧会等への支援＞ランドスケープ作品選集 応募作品審査（書類審査・現地審

査）（日本造園学会）

藤木　淳

＜学術論文＞1.みやざきアートセンター10周年に対するメッセージ（単著、2021年3月、THE
DECADE OF MIYAZAKI ART CENTER みやざきアートセンターの10年、pp.19）
＜作品発表＞1.おいかけっこ（共同、2021年、札幌芸術の森美術館「アフターダーク」展からの依頼

を受け制作）／2.1フレーム（共同、2021年、札幌芸術の森美術館「アフターダーク」展からの依頼を

受け制作）／3.夜の朝顔（共同、2021年、札幌芸術の森美術館「アフターダーク」展からの依頼を受

け制作）／4.オンとオフ（共同、2021年、札幌芸術の森美術館「アフターダーク」展からの依頼を受

け制作）／5.P055E5510N2020（単独、2021年、東京現代美術館「おさなごころを、きみに」展から

の依頼を受け制作）／6.A day in their lives（共同、2021年、東京現代美術館「おさなごころを、き

みに」展からの依頼を受け展示）／7.動き続ける静止画（単独、2021年、芸術科学会誌DiVA50号）／

8.Ich hätte mich doch wohl früher（単独、2021年、芸術科学会誌DiVA50号）

＜学会発表＞1.「P055E55510N2020」「A day in their lives」（単独、東京都現代美術館企画展「お

さなごころを、きみに」、2020年7月）／2.食物とコミュニケーション能力の改変によるアリの行動変

容 -アリの適応力を活用したアート作品の制作に向けて-（共同、Entertainment Computing 2020、
2020年8月）／3.無意識に容貌変形することによるwell-being向上手法の検討（共同、Entertainment
Computing 2020、2020年8月）／4.Time Flyer : 観念的タイムマシンの制作（共同、Entertainment
Computing 2020、2020年8月）／5.コンテキストを維持しつつ複数人に同じ感情を抱かせるアニメー

ション表現のための基礎研究（共同、Entertainment Computing 2020、2020年8月）／6.フラッグ

クエスト：仮想世界指向インタフェースを備えたゲームシステムの提案（共同、インタラクション

2020、2020年9月）／7.「おいかけっこ」「1フレーム」「夜の朝顔」「オンとオフ」（単独、札幌芸

術の森美術館企画展「アフターダーク」、2021年2月）

＜学術集会運営＞日本バーチャルリアリティ学会2021年全国大会（日本バーチャルリアリティ学会）

＜所属学会・研究会＞日本バーチャルリアリティ学会／感性工学会／芸術科学会

三谷　篤史

＜学術論文＞1.力覚センサを用いた口腔ケアシミュレータのための計測アルゴリズムの構築（共著、

2020年10月、看護理工学会誌、第7巻、pp.59-67）／2.Development of the Second Prototype of an
Oral Care Simulator （共著、2021年2月、Journal of Robotics and Mechatronics, Vol.33, No.1,
2021）
＜学会発表＞1.看護・介護における基礎技術習得のための食事介護シミュレータの開発:（スプーンを

口腔から引き抜く際の口唇刺激を評価するモデルの開発）（共同、ロボティクス・メカトロニクス 講

演会 2020 in Kanazawa（オンライン開催）、2020年5月）

＜所属学会・研究会＞日本ロボット学会／日本機械学会／アメリカ電気電子学会（IEEE）/ロボティク

ス・オートメーション部門（RAS）およびパワー・エナジー部門（PES）／精密工学会／計測自動制

御学会／日本デザイン学会／看護理工学会／日本感性工学会／日本トライボロジー学会

＜専門職者・企業・展覧会等への支援＞イノベーション・ジャパン2020における展示（共同発表）

「数値的指標に基づく訓練が可能な口腔ケアシミュレータ」（2020年9月28日～11月30日、JST）／

ビジネスEXPOにおけるランプシェードの展示「1/fゆらぎを用いたランプシェードのデザイン提案」

（2020年11月5日～6日、清水勧業株式会社）／北海道 健康・医療研究シーズ集2020への研究内容掲

載「看護・介護における基礎技術学習のためのシミュレーション教育用シミュレータの開発」（北海道

庁）
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山田　良

＜学術論文＞1.インスタレーションによるアート・イン・ホスピタル（Art in Hospital）の普及 ―札

幌市をフィールドとした アクションリサーチを通してー（査読付）（共著、2020年8月、アートミー

ツケア学会学会誌（オンラインジャーナル）、11号、pp.1-30）
＜作品発表＞1.ホスピタルアート・Shadow Landscape・北新病院（招待・依頼作品）（単独、2020年
5月、北海道札幌市）

＜論文査読・学会抄録査読＞1.環境芸術（2件、環境芸術学会）

＜所属学会・研究会＞日本建築学会／環境芸術学会

＜講演会・講習会活動＞関口勇揮記念美術館 屋外展（2020年7月）

若林　尚樹

く学術論文＞1.工作を中心とした体験プログラムにおける工程の違いによる主観的評価の分析（査読

有）（共著、2020年8月、こども環境学研究、Vol.16, No.1 (C.N.45), pp.117-122）
＜国際会議での発表＞1.Web Application for Multidimensional Evaluation of Experience Based on
Subjective Impressions（査読有）（共著（Yuko Masakura, Naoki Wakabyashi, Rina Tanabe）、

2020年9月、International Conference on Kansei Engineering and Emotion Research (KEER 2020)
P.1-P.6 (Tokyo,Japan)）
＜学会発表＞1.落書コミュニケーションによる視覚的対話手法の分析（共著、デザイン学会第67回春期

発表大会、2020年6月）／2.動物園ワークショップにおける「やってみる」工程の比較分析（共著、デ

ザイン学会第67回春期発表大会、2020年6月）／3.動物園ワークショップにおける「観察する」工程の

比較分析（共著、デザイン学会第67回春期発表大会、2020年6月）／4.視覚的対話手法による体験の可

視化と体験印象マップの分析2（共著、デザイン学会第67回春期発表大会、2020年6月）／5.落書きコ

ミュニケーションによるデザイン思考体験（共著、デザイン学会第67回春期発表大会、2020年6月）／

6.食品パッケージデザインにおける意味化機能に着目した表現手法の日中比較（共著、デザイン学会第

67回春期発表大会、2020年6月）

＜学会役員就任状況＞日本デザイン学会（2020年4月～ 子どものためのデザイン部会 幹事）

＜専門職者・企業・展覧会等への支援＞Webデザイナーテキストブック編集委員長、Webデザイナー

検定委員「CR-ARTS協会委員」（2020年4月～2021年3月、画像情報教育印稿協会、画像情報教育振

興協会）／商品パッケージのデザイン及びブランディング開発（2020年4月～9月、ス特定非営利活動

法人 ステップバイステップ、特定非営利活動法人 ステップバイステップ）／画像情報教育振興協

会委員（2020年4月～、画像情報教育振興協会）／芸術の森小学校交渉デザインコンペ「札幌市立芸術

の森小学校 校章デザイン募集事業」（2020年5月～11月、常盤小学校、常盤小学校）／「洗濯せっ

けん」「食器用せっけん」の宣材資料の制作（2020年5月～9月、特定非営利活動法人ステップバイス

テップ）／元気ショップいこ～る 商品ディスプレイプロジェクト 他1件「元気ショップいこ～る

商品ディスプレイプロジェクト」（2020年6月～9月、札幌市手をつなぐ育成会、札幌市手をつなぐ育

成会）／共同研究 コミュニケーションツールとしての絵本の研究（2020年6月～2021年3月、株式会

社AIRDO）／共同研究 航空教室の形態と教材開発（2020年6月～2021年3月、株式会社AIRDO）／

常盤小 石山東小 工作ワークショップ事業 計4回実施「常盤小 石山東小 工作ワークショップ事

業」（2020年8月～12月、常盤小 石山東小、常盤小学校、石山小学校）／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（2020年8月～2021年3月、札幌市円

山動物園、札幌市円山動物園）／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他2件
「地域産学教職依頼もとづくデザイン総合実習IVでの協力、共同研究「AIRDOのコミュニケーション

ツールとしての絵本の研究」「AIRDO 航空教室の形態と教材 発」」（2020年10月～2021年3月、株

式会社AIRDO、株式会社AIRDO）／札幌シティジャズライブコースターデザイン（2020年10月、株

式会社オーディオテクニカ）／NoMaps2020「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！」「No Maps 2019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」

（2020年10月17日、JAA（日本アドバタイザーズ協会） Web広告研究会、JAA（日本アドバタイザー

ズ協会） Web広告研究会）／2020年3月13日実施ワークショップ「アナログってなんだろう？」の企

画運営実施「ワークショップ「アナログってなんだろう？」の企画運営実施」（2021年3月13日、株式

会社オーディオテクニカ、株式会社オーディオテクニカ）
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＜所属学会・研究会＞日本デザイン学会（国内学会）会員／こども環境学会（国内学会）会員／感性工

学会（国内学会）会員／芸術科学会（国内学会）会員／日本動物園水族館教育研究会（国内研究会）会

員／アジアデジタルアートアンドデザイン学会（国際学会）会員

小林　重人

＜著書＞1.Relationship Between Community Currency Issuance Organization’s Philosophy and Its
Issuance Form: A Japanese Case Study（共著、2021年3月、International Journal of Community
Currency Research,（25, 1, 1-15））

＜国際会議での発表＞1.Consideration of Relationship Between Decommissioning With Digital-Twin
and Knowledge Management,（The 28th International Conference on Nuclear Engineering、2020
年8月、アメリカ・アナハイム）

＜学会発表＞1.理念と発行形態の関係性からみる日本の地域通貨発行組織の比較分析（共同、進化経

済学会第24回大会、2020年5月）／2.アナログ地域通貨とデジタル地域通貨の発行形態に対する印象と

評価の差異－ゲーミング・シミュレーションによる検討－（共同、進化経済学会第24回大会、2020年
5月）／3.アナログ地域通貨とデジタル地域通貨の違いに対する利用者の評価と行動：ゲーミング･シ

ミュレーションを用いた分析（共同、第56回経済社会学会、2020年10月）／4.働き方の課題を把握す

るシミュレーションゲームと法教育の展開（共同、日本シミュレーション＆ゲーミング学会 2020年度

秋期全国大会、2020年12月）／5.主権者教育とS＆G（共同、日本シミュレーション＆ゲーミング学会

2020年度秋期全国大会、2020年12月）／6.発行形態によって形成される地域通貨像の差異（共同、進

化経済学会 第25回大会、2021年3月）

＜論文査読・学会抄録査読＞1.「経済社会学会年報」（1件、経済社会学会）／2.「シミュレーショ

ン＆ゲーミング」（1件、日本シミュレーション＆ゲーミング学会）／3.「International Journal
of Community Currency Research」（1件、Research Association on Monetary Innovation and
Community and Complementary Currency Systems）
＜学会役員就任状況＞日本シミュレーション＆ゲーミング学会（学術委員会、理事）／進化経済学会

北海道・東北部会（事務局長）

＜学術集会運営＞日本シミュレーション＆ゲーミング学会 春季及び秋季全国大会（日本シミュレー

ション＆ゲーミング学会）

＜所属学会・研究会＞情報処理学会／進化経済学会／地域活性学会／社会・経済システム学会／日本シ

ミュレーション＆ゲーミング学会／経済社会学会／経済教育学会

＜講演会・講習会活動＞国立大学協会共催シンポジウム「地域における価値創造と大学院教育の新たな

展開」での講師「自分たちが望む暮らしを自分たちで実現するためのソーシャルデザイン」（2020年
11月6日、山梨大学）／国際会議主催者セミナーでの講師「地域通貨を媒介とする世界の研究者と地元

の行政・実践者のコラボを通じた産学官金融合型MICEによる地域活性化」（2021年2月25日、日本政

府観光局）

＜専門職者・企業・展覧会等への支援＞研究倫理審査専門部会における学外委員として参加（2020年7
月31日、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）

武田　亘明

＜学会発表＞1.地域学校協働活動プロジェクトのデザイン（単独、日本教育工学会2021年春季全国大

会講演論文集pp.69-70、協調学習・学習科学（1）1-S061-4、2021年3月）

＜学会役員就任状況＞日本教育工学協会（評議員）／教育とコンピュータ利用研究会（副会長・北海道

支部長）

＜所属学会・研究会＞情報処理学会／日本教育工学会／日本教育工学協会（評議員）／北海道中国哲学

会／教育とコンピュータ利用研究会（副会長・北海道支部長）

＜講演会・講習会活動＞「市民が共に創る地域学校協働活動のあり方」（2021年2月27日、千歳市教育

委員会主催令和2年度市民教養セミナー「子どもたちのための、地域と学校の未来－それ、地域学校協

働活動が実現します！－」基調講演）

＜専門職者・企業・展覧会等への支援＞令和2年度地域と学校の連携推進協議会あ寝るパネルディス

カッション「各学校や地域が抱える課題解決と今後の取組に向けて」（2020年11月4日、北海道教育委
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員会）／全日本中学高校WebコンテストThinkQuest JAPAN審査員「全日本中学高校Webコンテスト

ThinkQuest JAPAN二次審査員」（2020年12月、特定非営利活動法人学校インターネット教育推進協

会）

張　浦華

＜作品発表＞1.銀線上のホリホック（花器・生け花）（単独、2020年7月28日～、オンライン展）／

2.カトラリー置き（10セット）（単独、2020年9月、札幌市立大学公式記念品）／3.ぐい呑み（10個）

（単独、2020年9月、札幌市立大学公式記念品）／4.朝陽（単独、2021年3月、退職教員贈呈記念品）

／5.賞杯（単独、2021年3月、退職職員贈呈記念品）

＜所属学会・研究会＞日本デザイン学会／日本感性工学会／北海道陶芸会

＜専門職者・企業・展覧会等への支援＞ANBD2020年展について、中国大陸、台湾ANBD協会との連

絡調整翻訳などを行った。（ANBD）／北海道陶芸会のDM担当並びに、窯地図、など関連資料の制作

を行った。（北海道陶芸会）

松井　美穂

＜著書＞1.Understanding the Short Fiction of Carson McCullers（共著、2020年4月、Mercer
University Press、pp.34-53）
＜学会役員就任状況＞日本アメリカ文学会（北海道支部、代議員）

＜所属学会・研究会＞日本英文学会／日本アメリカ文学会／日本ウィリアム・フォークナー協会／

Carson McCullers Society／アメリカ学会／カナダ文学会／文学と評論社

丸山　洋平

＜学術論文＞1.札幌市をめぐる人口移動の人口学的分析―間接標準化によるモビリティ変動への着目―

（査読付論文）（単著、2020年7月、札幌市立大学研究論文集、第14巻、第1号、pp.23-35）／2.人口

移動が親との同居率の地域差に与える影響（査読付論文）（単著、2021年3月、人口問題研究、第77
巻、第1号、pp.21-40）
＜学会発表＞1.地域人口の再生産指標に人口移動の影響を反映させる試み（単独、経済統計学会2020
年（第64回）全国大会、Web報告、2020年11月8日）／2.人口再生産指標に人口移動の影響を反映させ

る試み（単独、日本人口学会第72回大会、Web報告、20201年11月15日）／3.孤立的高齢者の分析―

住宅所有関係別に見た遠居子と無子の地域差―（単独、2020年度日本人口学会中部地域部会、Web報
告、2020年12月5日）／4.人口移動が親との同居率の地域差に与える影響（単独、日本の家族300年研

究会、Web報告、2021年3月23日）

＜学会座長就任状況＞2019年度日本人口学会関西地域部会（2020年8月8日）／日本人口学会第72回大

会（2020年11月15日）／2020年度日本人口学会関西地域部会（2021年3月14日）

＜論文査読・学会抄録査読＞1.人口学研究、査読付き論文の査読（1件、日本人口学会）／2.人口問題

研究、査読付き論文の査読（1件、国立社会保障・人口問題研究所）／3.人文地理、査読付き論文の査

読（1件、人文地理学会）

＜学会役員就任状況＞人口学研究会（総務幹事）／日本人口学会（編集委員）

＜所属学会・研究会＞日本人口学会／日本家族社会学会／人文地理学会／日本地理学会／日本都市計画

学会／経済統計学会／北海道社会学会／人口学研究会

＜専門職者・企業・展覧会等への支援＞新潟市都市政策部GISセンター研究参与（2020年度、新潟

市）／『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への参加（2020年
度、内閣府）／北海道高等学会「高校生対流促進事業」推進協議会への参加（2020年度、北海道教育

委員会）／人口移動調査研究プロジェクト外部委員（2020年度、国立社会保障・人口問題研究所）／

特別区長会調査研究機構研究員『将来人口推計のあり方』、『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』（2020年度、特別区長会）／札幌一極集中に関する記事作成への助

言（2020年度、北海道新聞）／少子化対策モデル事業への助言（2020年度、江別市役所）／コロナ禍

の人口移動分析に関する助言（2020年度、北海道庁）／「令和2年度品目横断的販売促進緊急対策事業

のうち地域の創意による販売促進事業」有識者審査委員（2020年度、博報堂テーマビジネスデザイン

局）／職員の自主勉強グループ「『地域包括ケア「見える化」システム』の活用にかかる検討を行うた
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めの勉強会」への参加（2020年9月～、北海道庁）／勝山市長選の記事に関する地域人口面からの助言

（2020年11月、朝日新聞福井支局）／道内町村の人口減少対策に関する助言（2021年1月、共同通信

社）

森　朋子

＜学術論文＞1.国際連合による事業化プロセスから見る丹下健三「ルンビニ開発計画」、1972年マ

スタープラン大綱完成まで（査読は論文）（共著、2020年10月、都市計画論文集、5513、pp.1304-
1309）
＜学会発表＞1.行政区分から見る歴史的集落保全の法的枠組みに関する課題、ネパール・カトマンズ

盆地の文化的景観に関する研究 その2（単独、2020年度日本建築学会北海道支部研究報告集、93、
pp.233-236、2020年6月）／2.カトマンズ盆地内歴史的集落保全における法的枠組み、2015年ネパール

地震後の世界遺産暫定リスト・コカナにおける被災状況調査報告 その13（共同、2020年度日本建築学

会大会（関東）、pp.955-956、2020年9月）／3.カトマンズ盆地内歴史的集落における建築条例、2015
年ネパール地震後の世界遺産暫定リスト・コカナにおける被災状況調査報告 その14（共同、2020年度

日本建築学会大会（関東）、pp.957-958、2020年9月）

＜論文査読・学会抄録査読＞1.日本建築学会計画系論文集、査読付論文の査読（1件、日本建築学会）

／2.日本都市計画学会論文集、査読付論文の査読（1件、日本都市計画学会）／3.土木学会論文集F2分
冊（地下空間研究）第26回地下空間シンポジウム、査読付論文の査読（1件、土木学会）／4.札幌市立

大学研究論文集、論文査読（1件、SCUジャーナル編集ワーキング）

＜学会役員就任状況＞日本都市計画学会北海道支部（幹事、2020年度日本都市計画学会北海道支部研

究発表会 実行委員）／日本建築学会北海道支部（都市計画専門委員会 委員、第93回日本建築学会

北海道支部研究発表会 実行委員）／日本イコモス国内委員会（第8小委員会 幹事）

＜学術集会運営＞2020年度日本都市計画学会北海道支部研究発表会、2020年11月28日（日本都市計画

学会北海道支部）

＜所属学会・研究会＞日本建築学会／日本都市計画学会／日本イコモス国内委員会

＜専門職者・企業・展覧会等への支援＞2020年度支部研究発表会実行委員として発表論文の審査「日

本都市計画学会北海道支部2020年度研究発表会」（2020年11月28日、日本都市計画学会北海道支部）

／文化的景観WSへの参加（次年度調査研究に向けた提案・ディスカッション参加）「第1回・第2回 文

化的景観ワークショップ」（2021年1月19日、2月18日、北海道大学観光学高等研究センター）／「ユ

ネスコ・日本信託基金-世界遺産ルンビニ保存管理強化事業」でのWS開催・事業支援「世界遺産暫定の

普遍的価値に関するワークショップ開催・国際科学委員会への出席等」（2021年3月16日～18日、ユネ

スコ・カトマンズ事務所）

山田　信博

＜学術論文＞1.北海道UR賃貸住宅の団地整備方針に関する研究（査読付論文）（単著、2020年11月、

都市学研究57 北海道都市地域学会 研究論文集、pp.15-20）
＜学会発表＞1.拡張型団地コミュニティ形成に向けた実証実験の評価と考察 公的集合住宅団地の集約

化手法に関する研究 その6（単独、日本建築学会全国大会学術講演、2020年9月）

＜論文査読・学会抄録査読＞1.都市学研究（2件、北海道都市地域学会）／2.日本建築学会住宅系報告

会（1件、日本建築学会）

＜学会役員就任状況＞北海道都市地域学会（理事、論文編集委員）／日本建築学会北海道支部（常議

員）

＜所属学会・研究会＞日本建築学会／日本居住福祉学会／北海道都市地域学会

＜専門職者・企業・展覧会等への支援＞店舗ディスプレイの作品審査「元気ショップいこーるディスプ

レイ提案コンペ」（2020年8月17日、元気ショップいこーる、札幌市手をつなぐ育成会）／ホール活用

提案の作品審査「札幌エレクトロニクスセンターホール提案コンペ」（2020年12月2日、札幌エレクト

ロニクスセンター、札幌市）／真駒内のまちづくりに関する事例を札幌市、UR都市再生機構と協議し

ている（真駒内まちづくり協議会）
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横溝　賢

＜学術論文＞1.住民共創による下北ジオパークPRバスのラッピングデザイン（共著、2020年刊行予

定、日本デザイン学会 デザイン学研究 作品論文 25号掲載予定）

＜学会発表＞1.林業女子、絵本をつくる！活動の振り返り（共同、日本デザイン学会第67回春季研究発

表大会pp20-21、2020年6月）／2.他人以上共同体未満の状態をかたちづくるデザイン活動の考察（共

同、日本デザイン学会第67回春季研究発表大会pp20-21、2020年6月）／3.語らう道具のデザイン―他

人以上共同体未満の関係を形づくるデザインアプローチ―（共同、第4回共創学会年次大会予稿集、

2020年12月）／4.生活の想像を生む活動のデザイン-回想鳥瞰図法を用いた二人称的デザインアプロー

チ-（共同、第4回共創学会年次大会予稿集、2020年12月）

＜学会座長就任状況＞第67回日本デザイン学会春季研究発表大会（2020年6月26日～28日、日本デザ

イン学会（座長就任予定であったが感染症拡大防止のため中止））／情報デザイン研究部会企画 オル

タナティヴデザイン（2020年9月19日、日本デザイン学会 情報デザイン研究部会）／第11回日本デザ

イン学会第1支部大会「むだのデザイン」（2020年10月4日、日本デザイン学会 第1支部会）

＜論文査読・学会抄録査読＞1.日本デザイン学会 作品論文（3件、日本デザイン学会）

＜学会役員就任状況＞日本デザイン学会（日本デザイン学会理事会、理事）／日本デザイン学会（日本

デザイン学会 第1支部会、第1支部会 支部長）／日本デザイン学会（日本デザイン学会 情報デザ

イン研究部会、主査）

＜学術集会運営＞情報デザイン研究部会企画 オルタナティヴデザイン（日本デザイン学会情報デザイ

ン研究部会）／第11回日本デザイン学会第1支部大会「むだのデザイン」（日本デザイン学会 第1支
部会）

＜所属学会・研究会＞日本デザイン学会／日本工学教育協会／共創学会

＜講演会・講習会活動＞日本デザイン学会情報デザイン研究部会 小部会「もちよ～る01」（2020年6
月、情報デザイン研究部会）／日本デザイン学会情報デザイン研究部会企画 オルタナティヴデザイ

ン：オーガナイズドセッション（2020年9月、情報デザイン研究部会）／日本デザイン学会情報デザイ

ン研究部会 小部会「もちよ～る02」（2020年11月、情報デザイン研究部会）／日本デザイン学会情報

デザイン研究部会研究会社会人情報デザイナー交流会（2021年1月、情報デザイン研究部会）／社会実

践型ラボラジオ（2021年3月、科研・社会実践型ラボラトリー）／INS-SDGs研究会 in 花巻、地域に

おけるSDGｓについて（2021年3月、INS-SDGs研究会）／第11回共創学研究会 共創ワークショップ

（2021年3月、共創学会）

＜専門職者・企業・展覧会等への支援＞日本デザイン学会 情報デザイン研究部会主査として部会の運

営に携わる（2020年度1年間、情報デザイン研究部会）／日本デザイン学会第1支部会の支部長として

同支部会の運営に携わる（2020年度1年間、JSSD第1支部会）／日本デザイン学会理事として同学会の

運営に携わる（2020年度1年間、日本デザイン学会）／NPO法人奥入瀬自然観光資源研究会の理事と

して同団体の運営に携わる（2020年度1年間、NPO法人奥入瀬自然観光資源研究会）／岩手大学が運

営する産官学民連携プラットフォーム岩手ネットワークシステムの研究部会、INS SDGs研究会の運営

に会著として携わる。（2020年度1年間、INS SDGs研究会）／情報デザイン部会・小部会「もちよ～

る01」実施「Info-D小部会「もちよ～る01」」（2020年6月26日、情報デザイン研究部会）／昆布加

工業者向け昆布デザインリサーチの実施「KONBOOKデザインリサーチ」（2020年8月～2021年3月、

NPO法人さっされん）／2020年度作品集論文 投稿2作品の査読実施「2020年度デザイン学研究 作品

集 26号（2020）」（2020年9月～2021年1月、日本デザイン学会）／情報デザイン部会企画研究発表

会オルタナティヴデザインを9月19日に企画運営実施「オルタナティヴデザイン～実践者たちのデザイ

ンの知のはたらき～」（2020年9月19日、情報デザイン研究部会）／2020年度日本デザイン学会秋季

企画大会と合わせて開催された第一支部大会の企画運営に携わる「日本デザイン学会第11回第1支部大

会「むだのデザイン」」（2020年10月4日、JSSD第1支部会）／情報デザイン部会・小部会「もちよ

～る02」実施「Info-D小部会「もちよ～る02」」（2020年11月20日、情報デザイン研究部会）／情報

デザイン部会研究会・社会人情報デザイナー交流会「製品やサービス開発現場に起きる新たなデザイ

ン：異なる専門領域との応答」（2021年1月23日、情報デザイン研究部会）／科研基盤研究C デザイン

実践研究方法の研修会「ラボラジオ」「ラボラジオ 社会実践のそもそもの記録」（2021年3月5日、

社会実践型ラボラトリー）／就労支援施設事業者向け・商品開発ワークショップの実施「商品開発ワー

クショップ」（2021年3月15日、NPO法人さっされん）／第11回共創学研究会「共創のまちを共創す
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る」（2021年3月27日、共創学会）

石田　勝也

＜所属学会・研究会＞環境芸術学会／情報処理学会／芸術科学会

＜講演会・講習会活動＞スノーシューとGPSロガーで描くモエレの雪上絵（2021年1月9日、SIAFラ
ボ）

＜専門職者・企業・展覧会等への支援＞アイヌ語普及のための語学講座動画の制作指針検討「アイヌ語

動画講座企画編集委員会」（2020年度、公益財団法人アイヌ民族文化財団）／番組審議委員会（2020
年度、FM北海道）

大島　卓

＜学術論文＞1.北海道七重官園における明治初期農畜産業施設の土地利用の特徴（単著、2020年7月、

『札幌市立大学研究論文集』、札幌市立大学、第14巻、第1号、pp.13-22）／2.札幌市駒岡小学校屋上

緑化施設の施工時植栽種および植物出現種の実態調査（単著、2021年2月、日本造園学会誌『ランドス

ケープ研究 増刊 技術報告集11 2021』、pp.104-107）
＜論文査読・学会抄録査読＞1.日本造園学会誌『ランドスケープ研究』Vol.84 No.5（2021年発行）（1
件、公益社団法人日本造園学会）

＜学術集会運営＞日本造園学会北海道支部大会（公益社団法人日本造園学会北海道支部）

＜所属学会・研究会＞公益社団法人日本造園学会／一般社団法人日本建築学会

＜講演会・講習会活動＞筑波大学特別講義「環境デザイン放浪記」（2020年8月6日、筑波大学大学院

人間総合科学研究科）

大渕　一博

＜学会発表＞1.特別養護老人ホーム入居者の誤嚥性肺炎と口腔の状態・機能における前向き調査（共

同、日本老年看護学会第25回学術集会（誌上開催）、2020年6月）

＜論文査読・学会抄録査読＞1.SCUジャーナル（1件）

＜学会役員就任状況＞日本感性工学会北海道支部（幹事（庶務・会計担当））

＜学術集会運営＞感性フォーラム2021（日本感性工学会北海道支部）

＜所属学会・研究会＞電子情報通信学会／日本感性工学会／日本医療情報学会

＜講演会・講習会活動＞札幌モーニングロータリークラブ 第1480回例会「札幌サンタファンの活動に

ついて」（2020年12月、札幌モーニングロータリークラブ）

＜専門職者・企業・展覧会等への支援＞パッケージデザイン制作協力（2020年7月～12月、社会福祉法

人白老宏友会 多機能型事業所ポプリ）／札幌市長グリーティングカード デザイン審査会（2020年10月
5日、札幌市国際部）／システム開発協力（通年、札幌の美しい景観を考える会）／ソフトウェア利用

に関する個別指導等・Webサイトデザイン制作協力（随時、札幌イメージコーディネート研究会）／イ

ベント企画・運営・デザイン制作協力（通年、北海道グレートサンタラン実行委員会）

片山　めぐみ

＜著書＞1.地域創生デザイン論、“まち育て”に大学力をどう活かすか（共著、2020年8月、文眞堂）

＜論文査読・学会抄録査読＞1.デザイン学研究（2件、日本デザイン学会）

＜学会役員就任状況＞日本建築学会北海道支部（都市計画委員会委員）／日本建築学会北海道支部（日

本建築学会北海道支部研究発表会実行委員会）／人工知能学会（「仕掛学」オーガナイズドセッション

組織委員）

＜所属学会・研究会＞日本建築学会／日本デザイン学会／日本社会福祉学会

＜講演会・講習会活動＞「地域ささえあいサミット2020」でのYouTubeオンライン講演（https://www.
youtube.com/watch?v=FTC5qcQjaE8）（オンライン、一般財団法人北海道住宅管理公社）

金　秀敬

＜著書＞1.論地域創生デザイン論: “まち育て”に大学力をどう活かすか（共著、2020年8月、札幌市

立大学地域創生デザイン研究チーム（編集））
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＜学会発表＞1.地域ならではの色の探し方の提案～風景に着目した魅力の可視化～（共同、日本感性工

学会北海支部、2020年2月）／2.美術作品の理解を深めるアートカードの遊び方（共同、日本感性工学

会北海支部、2020年2月）

＜論文査読・学会抄録査読＞1.International Journal of Economic Policy in Emerging Economies
（1件、Economic Policy in Emerging Economies）／2.The REDO biannual Cumulus Conference
Proceedings（4件、Cumulus Association）／3.日本感性工学会論文集（1件、日本感性工学会）

／4.International Journal of Affective Engineering（5件、日本感性工学会）／5.International
Conference on Tangible, Embedded and Embodied Interactions Proceedings（1件、Association
for Computing Machinery）／6.International Conference on Engineering and Product Design
Education（4件、International Design Society）／7.SCU Journal of Design & Nursing（1件、札幌

市立大学）

＜学術集会運営＞感性フォーラム札幌2020（感性工学会北海道支部）／学生会 第8回研究発表会（感

性工学会北海道支部）／感性フォーラム札幌2019（感性工学会北海道支部）／学生会 第7回研究発表

会（感性工学会北海道支部）／感性フォーラム札幌2018（感性工学会北海道支部）／学生会 第6回研

究発表会（感性工学会北海道支部）

＜所属学会・研究会＞日本感性工学会／日本デザイン学会／The Design Society／The Design
Principles & Practices Research Network
＜専門職者・企業・展覧会等への支援＞査読（2020年5月より、日本感性工学会）

小宮　加容子

＜学術論文＞1.アタマ・ココロ・カラダをつなぐ遊びのデザイン（共著、2020年5月、デザイン学研究

特集号Vol.28-1、pp.24-29）
＜学術集会運営＞第67回日本デザイン学会春季研究発表大会（概要編集委員）

＜専門職者・企業・展覧会等への支援＞介護ロボットのニーズ・シーズ連携協調会北海道協議会委員

（介護ロボット協議会）／理事（北のユニバーサルデザイン協議会）

須之内　元洋

＜学術論文＞1.Proposal of the Aesthetic Experience-Oriented Evaluation Framework for Field-
recording Sound Retrieval System（共著、2021年3月、Proceedings of the 2021 3rd International
Conference on Image, Video and Signal Processing (ISBN 978-1450388917 ACM Digital Library)）
＜作品発表＞1.柳宗理 デジタルアーカイブ（大規模開発・運用）（単独、2020年8月、一般財団法人

柳工業デザイン研究会）

＜論文査読・学会抄録査読＞1.ACH2021 国際会議 抄録査読（5件、ACH2021 (The Association for
Computers and the Humanities 2021)）
＜所属学会・研究会＞Association for Computing Machinery／デジタルアーカイブ学会／芸術科学会

／情報処理学会

＜専門職者・企業・展覧会等への支援＞福祉支援施設入居者の表現に関するデジタルアーカイヴ企画・

構築支援（みずのき美術館）／福祉支援施設入居者の表現に関するデジタルアーカイヴ企画・構築支援

（鞆の津ミュージアム）／福祉支援施設入居者の表現に関するデジタルアーカイヴ企画・構築支援（は

じまりの美術館）／陶磁器デザイナー森正洋氏のデジタルアーカイヴ構築アドバイス・支援（合同会

社森正洋デザイン研究所）／デジタルアーカイブの運用・構築及びギャラリー広報の支援（京都府）

／「アートとリサーチ」データベースの運用支援（"さっぽろ天神山アートスタジオ"）／企画展「国立

工芸館 石川移転開館記念展Ⅱ うちにこんなのあったら展 気になるデザイン×工芸コレクション」資

料探索・提供支援（東京国立近代美術館工芸館）／東京都小金井市立前原小学校での教育プログラム

前年実施後の記録・考察執筆等（NPOアートフル・アクション）／インダストリアルデザイナー 柳宗

理氏のデジタルアーカイヴ構築アドバイス・支援（一般財団法人 柳工業デザイン研究会）／南区U-40
アートフェスティバル2020 映像コンペティション（札幌市南区）／都市と建築の論考雑誌アーカイブ

「10+1 DATABASE」の永続化支援・サーバー移設等（株式会社LIXIL）



教員一覧　　２　教員業績一覧　デザイン学部

－ 181 －

Ⅹ
福田　大年

＜学術論文＞1.協創スケッチ法による協働的な創造活動生成過程の解明（原著論文）（共著、2020年8
月（論文受領日：2020年1月6日）、「デザイン学研究」、第67巻、第1号、pp.11-18）
＜学会発表＞1.オンラインの協創で生成される学び場（単独、共創学会第4回年次大会、2020年12月）

＜学会座長就任状況＞日本デザイン学会情報デザイン研究部会（info-D）研究会（2020年9月、日本デ

ザイン学会情報デザイン研究部会（info-D））／日本デザイン学会第一支部大会（2020年10月、日本

デザイン学会第一支部会）

＜学会役員就任状況＞日本デザイン学会（情報デザイン部会、幹事（2020年4月～現在に至る））

＜学術集会運営＞日本デザイン学会情報デザイン研究部会（info-D）研究会「オルタナティブデザイ

ン」（日本デザイン学会情報デザイン研究部会（info-D：2020年9月））／日本デザイン学会第一支部

大会「むだのデザイン」（日本デザイン学会第一支部会（2020年10月））／第11回共創学研究会「共

創のまちを共創する」（共創学会（2021年3月））

＜所属学会・研究会＞日本デザイン学会／ヒューマンインタフェース学会／共創学会

＜講演会・講習会活動＞オンラインイベント「ビジュアル思考大全出版記念トークイベント：創造性と

ビジュアル思考」講師（2021年3月5日、株式会社グラグリッド）

＜専門職者・企業・展覧会等への支援＞「札幌日信電子株式会社 創立50周年記念企業イメージ」制

作・作品審査の支援（2020年7月20日～10月19日、札幌日信電子株式会社、札幌市立大学）／「さっ

ぽろ受動喫煙防止宣言ロゴマーク」制作・作品審査の支援（2020年8月17日～10月30日、札幌市保健

福祉局、札幌市立大学）／「厚真町 観光ルート創出事業」企画運営の支援（2020年11月20日～2021年
12月31日、厚真町、JAF札幌支部、札幌市立大学）／「厚真町 復興ＰＲ事業」企画運営の支援（2020
年12月2日～2021年3月31日、厚真町、札幌市立大学）

松永　康佑

＜意匠出願＞パズル遊戯具（創作者、2021-6765、2021年3月）

＜報告書＞モーションキャプチャおよびCG技術による樺太アイヌ古式舞踊の再現（pp.13-23、2020年
3月）

＜学会発表＞1.数式に基づく曲線の深度情報による可視化表現（単独、2020年11月）／2.2つの異なる

立体表現手法を混ぜたキャラクタアニメーション（中原ひかり、松永康佑、EC.2020、2020年8月30
日）

＜学会役員就任状況＞ADADA JAPAN（論文編集副委員長）

＜所属学会・研究会＞日本デザイン学会／ADADA学会／ACM SIGGRAPH／日本図学会／日本看護科

学学会

金子　晋也

＜学術論文＞1.函館市青柳町・宝来町における 一棟二戸の形態的特徴（単著、2021年3月、芸術工学会

誌、第82号、2021、pp.78-85）
＜学会発表＞1.札幌市東区元村街道における玉ねぎ倉庫の活用実態（発表連名者、日本建築学会北海道

支部研究報告集、NO.93、pp.341-344、2020年6月）

＜学会役員就任状況＞日本建築学会（設計計画・構法計画運営委員会 委員）／日本建築学会（建築歴

史・意匠委員会近代建築史小委員会 委員）／日本建築学会（木造構法小委員会 委員・幹事）／日本

建築学会（北海道支部 建築歴史・意匠委員会 委員）

＜学術集会運営＞2020年6月（日本建築学会 北海道支部研究発表会 実行委員）

＜所属学会・研究会＞日本建築学会／芸術工学会／生活学会／日本在宅ケア学会

＜講演会・講習会活動＞2020年度 北海道ヘリテージマネジメント専門職（第6期）育成講座「登録文

化財所見演習」（2020年11月1日、北海道文化遺産活用活性化実行委員会）／ヘリテージマネジメント

専門職育成講座の最終講義「私が見つけた文化財（最終発表）」（2020年12月12日、北海道文化遺産

活用活性化実行委員会）

＜専門職者・企業・展覧会等への支援＞建築設計事務所に対する札幌の建設業に関する知見の提供

（2020年7月）／厚真町震災関係メモリアル計画に対する知見の提供（2020年11月、株式会社 地域計

画連合 北海道事務所）／北海道ヘリテージマネジメント専門職（第6期）育成講座「登録文化財所見
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演習」（2020年11月1日）／「空き家対策」に関する特集記事の取材（2021年3月、公益財団法人北海

道市町村振興協会（2021年5月発行））

矢久保　空遥

＜著書＞1.地域創生デザイン論: “まち育て”に大学力をどう活かすか（共著、2020年8月、文眞堂）

＜学術集会運営＞感性フォーラム札幌2020（日本感性工学会）

＜所属学会・研究会＞日本デザイン学会／日本音響工学会／日本感性工学会／芸術工学会／日本サウン

ドスケープ協会

＜専門職者・企業・展覧会等への支援＞観光商材開発支援事業における専門家個別相談会でのデザイン

に関する支援「観光商材開発支援事業 専門家個別相談会」（2020年11月20日、㈱小六・㈱北海道エ

ゾ鹿ファクトリー、札幌市）／オンライン授業に関するFD「限られた環境でオンライン授業をより豊

かにする工夫」（札幌市立大学デザイン学部、札幌市立大学）
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看護学部

松浦　和代

＜学術論文＞1.NICUにおける子ども虐待予防に向けた新生児集中ケア認定看護師の臨床判断（共著、

2020年5月、日本新生児看護学会、26巻、pp.32-40）／2.児童養護施設における感染症と感染症対策に

関する実態調査（共著、2020年5月、日本小児保健研究、79巻、3号、pp.242-249）／3.在宅呼吸ケア

の実際（共著、2020年11月、小児科、61巻、12号、pp.1619-1627）
＜学会発表＞1.幼児後期の子どもが予防接種を受ける直前に示す同意のサインと看護（共同、2020年
10月、日本小児看護学会第30回学術集会）

＜学会招聘講演＞1.モンゴル国における小児看護支援（単独、2020年12月、モンゴル小児がん学会）

＜論文査読・学会抄録査読＞1.日本小児看護学会第30回学術集会講演集（5件、日本小児看護学会）／

2.日本看護学教育学会第30回学術集会講演集（4件、日本看護学教育学会）／3.第40回日本看護科学学

会学術集会（4件、日本看護科学学会）

＜学会役員就任状況＞日本小児看護学会（評議員）／日本看護学教育学会（評議員）／日本看護科学学

会（社員（代議員））／全国病弱教育研究会（北海道・東北ブロック世話人）／北海道成育看護研究

会（理事長）／北海道学校保健学会（理事）／北海道臨床工学技士会（理事）／北海道小児保健研究会

（幹事）

＜所属学会・研究会＞日本小児看護学会／日本学校保健学会／日本小児保健研究／日本看護科学学会／

日本看護学教育学会／日本新生児看護学会／日本口腔衛生学会／北海道成育看護研究会／北海道学校保

健学会／北海道臨床工学技士会／北海道小児保健研究会／全国病弱教育研究会

＜専門職者・企業・展覧会等への支援＞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（2020年6月〜2021年3月）／特定非営利活動法人ファミリーハウス アドバイザー（2021年1月
〜3月）

菊地　ひろみ

＜学術論文＞1.新卒訪問看護師育成プログラムの分析（共著、2021年3月、北海道公衆衛生学雑誌、34
巻、2号、pp.139-147）
＜学会発表＞1.訪問看護ステーション管理者が認識する新卒看護師のコンピテンシー（共同、2020年6
月、第25回日本在宅ケア学会学術集会）／2.北海道都道府県型保健所管内の新人訪問ナースの雇用・育

成の現状と課題（共同、2020年6月、第25回日本在宅ケア学会学術集会）／3.認知症対応型共同生活介

護における介護職の看取りに関する文献検討（共同、2020年6月、第25回日本在宅ケア学会学術集会）

／4.訪問看護ステーションにおける新卒看護師採用意向と体制との関（共同、2020年11月、第10回日

本在宅看護学会学術集会）／5.医療依存度の高い在宅難病療養者のレジリエンスの様相（共同、2020
年12月、第25回日本難病看護学会学術集会）／6.倫理的感受性の高い看護師を育成するための看護管

理者の組織的取り組み（共同、2020年12月、第40回日本看護科学学会学術集会）

＜研究会発表等＞1.食の地産地消を通して地域高齢者の健康支援を行うための基礎調査（共同、産学官

金研究交流会）

＜論文査読・学会抄録査読＞1.第25回日本難病看護学会学術集会（6件、難病看護学会）

＜学会役員就任状況＞日本看護科学学会（代議員）／日本難病看護学会（代議員）／北海道公衆衛生学

会（評議員）

＜所属学会・研究会＞日本看護科学学会／日本看護学教育学会／日本難病看護学会／日本難病医療ネッ

トワーク学会／日本在宅ケア学会／日本在宅看護学会／日本がん看護学会

＜専門職者・企業・展覧会等への支援＞新卒ナースを訪問看護で育成する取り組みについて研修した

「新人訪問ナース応援フォーラム」（2021年2月27日、新人訪問ナースを応援する会）／新卒訪問看護

師の採用育成に関する意見交換会において講師を担当した「新卒訪問看護師の採用育成に関する意見交

換会」（2021年3月27日、北海道看護協会）

川村　三希子

＜学術論文＞1.倫理的感受性のアセスメントの視点と倫理的感受性を育むアプローチーがん看護専門

看護師の倫理調整場面から（共著、2020年9月、SCU journal of Design & Nursing.、14巻、1号、
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pp.3-12）／2.在宅療養中の高齢がん患者のがん疼痛の体験と方略（共著、．日本がん看護学会誌．、

35巻、pp.20-28）／3.これだけは知っておきたい！オピオイド!] ヒドロモルフィン．26（1）, 22－25
（共著、がん看護、26巻、1号、pp.22-25）
＜著書＞1.エンパワメントケアを可視化 中範囲理論・看護モデル 事例を読み解く型紙．（共著、

2021年3月、南江堂）

＜学会発表＞1.倫理的感受性のアセスメントの視点と倫理的感受性を育むアプローチ－老人看護専門看

護師の倫理調整場面から－（共同、2020年6月、日本CNS看護学会）／2.倫理的感受性の高い看護師を

育成するための看護管理者の組織的取り組み．（共同、2020年12月、第40回日本看護科学学会．）／

3.わが国の専門的緩和ケアに従事する看護師のクリニカルラダーの開発．（共同、2021年2月、第35回
日本がん看護学会学術集会）／4.専門的緩和ケアを担う看護師に求められるコアコンピテンシー尺度の

開発―信頼性・妥当性の検証―（共同、2021年2月、第35回日本がん看護学会学術集会）

＜論文査読・学会抄録査読＞1.日本がん看護学会誌（3件、日本がん看護学会）／2.日本緩和医療学会

誌（6件、日本緩和医療学会）／3.日本死の臨床研究会会誌（1件）

＜学会役員就任状況＞日本ホスピス緩和ケア協会（理事・看護師教育支援委員）／日本緩和医療学会

（代議員・渉外委員）／日本死の臨床研究会（編集委員）／日本緩和医療学会 北海道支部（運営委

員）／日本看護科学学会（評議員）／北海道がん心療心身ネットワーク研究会（世話人）／日本がん看

護学会（査読委員・代議員・倫理委員）

＜所属学会・研究会＞日本緩和医療学会／日本がん看護学会／日本死の臨床研究会／日本看護科学学会

／European Associaton for Palliative Care／日本老年看護学会／日本ホスピス緩和ケア協会

＜専門職者・企業・展覧会等への支援＞医療事故調査・支援センター 個別調査部会 部会員（一般社

団法人 日本医療安全調査機構）／専門的緩和ケアを担う看護師のコンピテンシーを高めるための取り

組み（2020年7月9日、日本ホスピス緩和ケア協会 分科会）

荒木　奈緒

＜論文査読・学会抄録査読＞1.第30回日本新生児看護学会学術集会（4件、日本新生児看護学会）

＜学会役員就任状況＞日本遺伝看護学会（学会誌編集委員）／日本助産学会（代議員）／日本看護学会

（日本看護学会学術集会抄録選考委員）／北海道母性衛生学会（理事）

＜所属学会・研究会＞日本助産学会／日本看護科学学会／日本遺伝看護学会／日本看護技術学会／日本

母性衛生学会／日本遺伝カウンセリング学会／日本小児看護学会／日本小児保健協会／日本生命倫理学

会／北海道母性衛生学会

＜専門職者・企業・展覧会等への支援＞臨床看護研究指導 講師「看護研究オンライン研修会

（Webex）」（2020年7月29日、NTT東日本札幌病院）／教育委員会企画セミナー ファシリテー

ター「遺伝看護教育を始めよう（Zoom）」（2021年2月11日、日本遺伝看護学会）

卯野木　健

＜学術論文＞1.Effects of social support on mental health for critical care nurses during the
coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic in Japan: A web-based cross-sectional study. （共

著、2020年4月、Acute Med Surg、8巻、1号、pp.e645）／2.Survey on the actual number of nurses
required for critical patients with COVID-19 in Japanese intensive care unit（共著、2020年6月、

Japn J Nurs Sci、pp.e12424）／3.Translation, reliability and validity of Japanese version the
TeamSTEPPS® teamwork perceptions questionnaire.（共著、2020年8月、Nurs Open、8巻、1号、

pp.114-122）／4.Effects of Manual Rib Cage Compressions on Mucus Clearance in Mechanically
Ventilated Pigs（共著、2020年8月、Respir Care、65巻、8号、pp.1135-1140）／5.鎮静・鎮痛・せん

妄・睡眠管理、ICU diaryに関する実態 Webアンケート調査の結果から（共著、2020年9月、日本集

中治療医学会雑誌、27巻、5号、pp.429-432）／6. Personal Protective Equipment Use by Healthcare
Workers in Intensive Care Unit During the COVID-19 Pandemic in Japan: Comparative Analysis
With the PPE-SAFE Survey. （共著、2020年10月、Acute Med Surg、7巻、1号、pp.e584）／

7.Association between intensive care unit delirium and delusional memory after critical care in
mechanically ventilated patients.（共著、2021年1月、Nurs Open、8巻、3号、pp.1436-43）／8.日
本版敗血症診療ガイドライン2020（共著、2021年3月、日本集中治療医学会雑誌、28巻、Suppl号、
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＜資料＞1.COVID-19 重症患者看護実践ガイド（共著、2020年4月、日本クリティカルケア看護学会/
日本集中治療医学会）／2.ICUにおけるCOVID-19患者に対する看護Q&A（共著、2020年5月、日本ク

リティカルケア看護学会/日本集中治療医学会）／3.ICU/HCU における COVID-19 患者受け入れ体制

準備チェックリスト：看護師版（共著、2020年5月、日本集中治療医学会）

＜学会発表＞1.クリティカルケア領域の看護師が知っておきたい最新知見（単独、2020年7月、第16
回日本クリティカルケア看護学会学術集会）／2.超急性期医療における身体拘束。-なぜ身体拘束をや

めれないのか?（単独、2020年8月、日本看護管理学会）／3.健康的な職場環境が看護のパフォーマン

スを変える-AACN Healthy Work Environment（単独、2021年2月、第48回日本集中治療医学会学術

集会）／4.ICU退室後から1年後におけるPICSの実態とリスク因子に関する多施設共同研究: SMAP-
HoPe study（共同、2021年2月、第48回日本集中治療医学会学術集会）

＜学会シンポジウム＞1.集中治療看護と研究（単独、2021年2月、第48回日本集中治療医学会学術集

会）／2.看護薬理学と看護実践（単独、2021年3月、第94回日本薬理学会年会）

＜学会座長就任状況＞集中治療領域での早期離床における背面開放座位の導入と効果（単独、2021年2
月、日本ニューロサイエンス看護学会第8回学術集会）／集中治療で働く看護師のキャリア形成-自分ら

しいキャリアビジョンを描こう（単独、2021年2月、第48回日本集中治療医学会学術集会）

＜論文査読・学会抄録査読＞1.日本臨床看護マネジメント学会雑誌（2件、日本看護理工学会）／2.日
本クリティカルケア看護学会誌（2件、日本クリティカルケア看護学会）／3.日本看護理工学会誌（1
件、日本看護理工学会）／4.日本集中治療医学会学術集会（3件、日本集中治療医学会）／5.Irish
Journal of Medical Science（1件、Royal Academy of Medicine in Ireland）／6.第17回日本クリティ

カルケア看護学会学術集会（5件、日本クリティカルケア看護学会）／7.日本クリティカルケア看護学

会誌（1件、日本クリティカルケア看護学会）

＜学会役員就任状況＞日本集中治療医学会（理事）／日本クリティカルケア看護学会（理事）／日本集

中治療医学会（集中治療早期リハビリテーション委員会委員長）／看護理工学会（評議員）／日本呼吸

療法医学会（評議員）

＜学術集会運営＞看護理工学会

＜所属学会・研究会＞American Association for Critical Care Nurses／Society of Critical Care
Medicine／日本集中治療医学会／日本クリティカルケア看護学会／看護理工学会／日本呼吸療法医学

会

＜専門職者・企業・展覧会等への支援＞臨床指導者新人研修「臨床指導者研修Ⅰ」（2020年8月3日、

市立札幌病院）／超急性期医療における身体拘束。-なぜ身体拘束をやめれないのか?（2020年10月1
日、手稲渓仁会病院）／医療事故調査「個別調査部会部会員」（2020年11月1日、日本医療安全機構）

／超急性期医療における身体拘束。-なぜ身体拘束をやめれないのか?（2021年1月12日、石巻赤十字病

院）／超急性期医療における身体拘束。-なぜ身体拘束をやめれないのか?（2021年1月27日、聖路加国

際病院）／J Clin MedのTopic Editor「https://www.mdpi.com/journal/jcm/topic_editors/Intensive_
Care」（MDPI）

小田　和美

＜資料＞1.サービソロジー オンラインコラム「VDT症候群」（共著、2020年6月、サービス学会）

＜学会発表＞1.「治療の看護仕立て」でスタンダードな療養法をアレンジする！－看護の教育的関わり

モデル－（共同、2020年9月、第25回日本糖尿病教育・看護学会学術集会）

＜学会役員就任状況＞日本保健医療行動科学会（日本保健医療行動科学会評議員）

＜所属学会・研究会＞日本看護科学学会／日本糖尿病教育・看護学会／日本保健医療行動科学会／日本

糖尿病学会／日本糖尿病妊娠学会／日本看護研究学会／日本看護管理学会／日本慢性看護学会／日本看

護学教育学会／日本循環器看護学会／日本がん看護学会／千葉看護学会／日本老年行動科学会／日本心

身医学会

貝谷　敏子

＜学術論文＞1.糖尿病足潰瘍治癒過程モニタリングスケール（DMIST）の適用（共著、2020年12月、

日本創傷・オストミー・失禁管理学会誌、24巻、4号、pp.401-410）
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＜資料＞1.COVID-19が看護研究にもたらす影響と対応（単著、2020年8月、看護研究、53巻、5号、

pp.352-356）
＜学会発表＞1.介護老人福祉施設における褥瘡管理の実態（共同、2020年7月、日本創傷・オスト

ミー・失禁管理学会）

＜学会座長就任状況＞日常にある専門職倫理 立ち止まり、選択に向き合い、物語を共に紡ぐ（2020
年7月、日本創傷・オストミー・失禁管理学会）

＜論文査読・学会抄録査読＞1.日本褥瘡学会誌（1件、日本褥瘡学会）／2.日本創傷・オストミー・失

禁管理学会誌（1件、日本創傷・オストミー・失禁管理学会）／3.日本看護科学会誌（1件、日本看護

科学会）／4.SCUジャーナル（1件、札幌市立大学）／5.Asia Pacific Eｎterostomal Therapy Nurse
Association（10件、9th Asia Pacific Eｎterostomal Therapy Nurse Association）
＜学会役員就任状況＞日本創傷・オストミー・失禁管理学会（監事）／日本褥瘡学会（評議員）／日本

看護科学学会（編集査読委員）

＜学術集会運営＞9th Asia Pacific Eｎterostomal Therapy Nurse Association／第23回日本褥瘡学会

＜所属学会・研究会＞日本褥瘡学会／日本看護科学学会／日本創傷オストミー失禁管理学会／日本ス

トーマ・排泄リハビリテーション学会／日本創傷治癒学会／看護理工学学会／日本褥瘡学会北海道地方

会／医療経済学会

＜専門職者・企業・展覧会等への支援＞札幌市立大学公開講座 ELNEC-J高齢者プログラム2020「札

幌市立大学公開講座「ELNEC-J高齢者プログラム2020-in 北海道」」（2020年10月24日、25日、札幌

市立大学）

喜多　歳子

＜学術論文＞1.A strategy to rescue mothers from isolted parenting: Development of the ”social
connectivity of mother with people in the community scale"（共著、2020年11月、Children and
Youth Services Review、118巻）

＜実践報告等＞1.新型コロナウイルス感染症（COVID-19）拡大に伴い実施された保健師基礎教育にお

ける代替的実習の実践報告（共著、2021年3月、保健師教育、5巻、1号、pp.75-85）
＜学会発表＞1.子どもの貧困対策における自治体保健師の支援の特徴（共同、2020年11月、北海道公

衆衛生学会）／2.子どものいる貧困世帯に対する支援チームにおける保健師の役割（共同、2021年1
月、日本公衆衛生看護学会学術集会）／3.新型コロナウイルス感染症拡大に伴い実施された代替として

の学内実習第1報（共同、2021年1月、日本公衆衛生看護学会学術集会）／4.新型コロナウイルス感染

症拡大に伴い実施された代替としての学内実習第2報（共同、2021年1月、日本公衆衛生看護学会学術

集会）

＜研究会発表等＞1.子どもの貧困から考える健康と地域の力（単独、2021年1月、SCU産学官金研究交

流会）

＜論文査読・学会抄録査読＞1.日本公衆衛生看護学会（5件、第9回日本公衆衛生看護学会）／2.保健師

教育（1件、全国保健師教育協議会）／3.北海道公衆衛生学会誌（1件、北海道公衆衛生学会）

＜学会役員就任状況＞北海道公衆衛生学会（理事）

＜学術集会運営＞第93回日本産業衛生学会

＜所属学会・研究会＞日本公衆衛生看護学会／北海道公衆衛生学会／日本産業衛生学会／日本看護科学

学会／看護総合科学学会／日本看護教育学会／日本地域看護学会／日本疫学会

＜専門職者・企業・展覧会等への支援＞公開講座：保健師のためのWeb講座2021「こころ動かすデー

タの見せ方」（2021年2月27日、北海道内の保健師）

定廣　和香子

＜学会発表＞1.Development of Delivery System for Art in Hospital through Spatial Installation Art,
“Breathing House”in Japan（共同、2020年6月、STTI European Conferrence）／2.COVID-19後
の看護学実習をデザインする−フィールドハイブリッド型遠隔実習の提案（共同、2020年12月、日本看

護科学学会）

＜学会シンポジウム＞1.理事会企画：新時代の看護学教育制度についてはなそう！−諸外国の看護教育

制度の調査報告（共同、2020年9月、日本看護学教育学会第30回学術集会）
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＜論文査読・学会抄録査読＞1.日本看護学教育学会誌（2件、日本看護学教育学会）／2.SCUジャーナ

ル（1件、SCUジャーナル）

＜学会役員就任状況＞日本看護学教育学会（理事）／日本看護技術学会（評議員）

＜学術集会運営＞日本看護教育学学会第30回記念大会（2021年度に開催延期:継続担当）

＜所属学会・研究会＞日本看護教育学学会／日本看護学教育学会／日本看護科学学会／医療の質・安全

学会／Tigma Theta Tau International
＜専門職者・企業・展覧会等への支援＞専任教員養成講習会講師「2020年度北海道専任教員養成講習

会」（2020年4月～11月、北海道、北海道・北海道看護協会企画）／学会代表委員（診療報酬のあり方

検討会）として要望提出書について審議「診療報酬のあり方検討会」（2021年3月5日、看護社会保険

連合）

佐藤　ひとみ

＜所属学会・研究会＞日本医療情報学会／日本看護管理学会／日本看護科学学会／北海道医学会

＜専門職者・企業・展覧会等への支援＞一般理事「常務理事会、理事会、総会の参加」（年間通じて、

北海道看護協会）／病院機能評価サーベイヤー「病院機能評価実施」（2021年3月4日・5日、日本医療

機能評価機構）

樋之津　淳子

＜学会発表＞1.睡眠に対するラベンダーオイルに関する文献レビュー（共同、2020年12月、第40回日

本看護科学学会学術集会）

＜学会座長就任状況＞教育講演2「思い出を未来へと紡ぐ博物館」（2020年8月、日本看護研究学会第

46回学術集会）／薬理学と看護学の新たな融合を目指して：実践的薬物治療研究の展開（2021年3月、

第94回日本薬理学会年会）

＜論文査読・学会抄録査読＞1.看護技術学会誌（1件、看護技術学会）／2.看護人間工学会誌（1件、看

護人間工学会）／3.看護理工学会誌（1件、看護理工学会）／4.札幌市立大学研究論文集（1件、札幌市

立大学）

＜学会役員就任状況＞看護理工学会（評議員・監事）／日本看護技術学会（評議員）／日本看護研究学

会北海道地方会（北海道地方会会長）／看護人間工学会（理事）／日本看護科学学会（理事）／日本看

護学教育学会（評議員）

＜学術集会運営＞第9回看護理工学会学術集会／日本看護研究学会第46回学術集会

＜所属学会・研究会＞日本看護研究学会／看護人間工学会／看護理工学会／日本看護学教育学会／日本

看護科学学会／日本看護技術学会／日本看護管理学会

＜専門職者・企業・展覧会等への支援＞研究会の運営委員、意見交換（2021年2月、北のケア環境研究

会）

神島　滋子

＜学術論文＞1.積極的介入がカギになる!病棟看護師が担うリハビリテーション栄養（最終回） 連載

を振り返って（単著、2020年12月、看護技術、66巻、14号、pp.1532-1536）
＜著書＞1.私の夫は高次脳機能障害です（共著、2020年9月、医歯薬出版株式会社、9.78426E+12、
pp.81,95,110-84,96,111）
＜学会発表＞1.高齢者施設・地域在住の女性高齢者におけるサルコペニアの実態（共同、2020年11
月、第4回日本リハビリテーション栄養学会学術集会）

＜論文査読・学会抄録査読＞1.日本脳神経看護研究学会誌（3件、日本脳神経看護研究学会）／2.日本

脳神経看護研究学会誌（4件、日本脳神経看護研究学会）

＜学会役員就任状況＞日本脳神経看護研究学会（理事）／日本慢性看護学会（評議員）

＜学術集会運営＞日本脳神経看護研究学会北海道地方部会総会・研究発表会

＜所属学会・研究会＞日本看護科学学会／日本脳神経看護研究学会／日本高次脳機能障害学会／日本リ

ハビリテーション看護学会／日本リハビリテーション栄養学会／日本慢性看護学会／日本看護学教育学

会／日本看護研究学会／日本ニューロサイエンス看護学会／日本医療情報学会／日本看護管理学会

＜専門職者・企業・展覧会等への支援＞新人研修会 講師「新人看護師のための看護に生かす基礎知
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識」（2020年8月1日、日本脳神経看護研究学会北海道地方部会）／看護研究発表会座長および講評

（2021年2月20日、社団法人北海道看護協会小樽支部）

菅原　美樹

＜学術論文＞1.クリティカルケア看護専門看護師の直接ケアコンピテンシーの明確化（共著、2020年
12月、日本クリティカルケア看護学会誌、16巻、pp.104-113）／2.クリティカルケア看護専門看護師

の直接ケアコンピテンシー評価指標の開発（単著、2021年3月、札幌市立大学）

＜資料＞1.コロナウイルス感染症COVID-19と戦う保健所への協力 －看護師免許を持つ大学教職員にで

きること（共著、2020年6月、サーピロジーwebマガジン）

＜論文査読・学会抄録査読＞1.日本クリティカルケア看護学会（1件）／2.SCUジャーナル（1件）／

3.日本循環器看護学会（1件）／4.日本救急看護学会（4件）／5.日本クリティカルケア看護学会（5
件）

＜学会役員就任状況＞日本救急看護学会（医療政策担当理事）／日本クリティカルケア看護学会（将来

構想委員会委員）／日本循環器看護学会（専任査読委員）

＜学術集会運営＞第23回日本救急看護学会学術集会集会長

＜所属学会・研究会＞日本救急看護学会／日本クリティカルケア看護学会／日本災害看護学会／日本看

護科学学会／日本看護研究学会／日本看護教育学学会／日本看護管理学会／北海道救急医学会／日本集

中治療医学会／日本循環器看護学会

＜専門職者・企業・展覧会等への支援＞「2020年度一般社団法人看護系学会等社会保険連合社員総

会」（2020年7月21日、一般社団法人看護系学会等社会保険連合）／看護の診療報酬・介護報酬体系に

関する審議・提案 社員「2020年度第1回診療報酬体系等のあり方検討委員会」（2020年12月11日、

一般社団法人看護系学会等社会保険連合）／看護の診療報酬・介護報酬体系に関する審議・提案 社員

「2020年度第2回 診療報酬体系のあり方検討委員会」（2021年3月5日、一般社団法人看護系学会等社

会保険連合）

藤井　瑞恵

＜学会発表＞1.Perceived Barriers are Associated with Immunosuppressive Medication Adherence
among Japanese Kidney Transplant Recipients: A Cross-Sectional Study（共同、2020年5月、

American Transplant Congresss）／2.実践報告を学術誌に投稿しよう（編集委員会企画）（共同、

2020年8月、第24回日本看護管理学会）／3.WEB会議システムによる大学と施設をつないだ中堅看護

師研修の学びの様相－参加者へのインタビューから－（共同、2020年12月、第40回日本看護科学学会

学術集会）／4.大学と施設をつないだ中堅看護師研修の効果と課題－教育担当者への研修1か月後のイ

ンタビューから－（共同、2020年12月、第40回日本看護科学学会学術集会）／5.介護福祉施設の入居

者における内服薬と口腔の状態と機能の関連（共同、2021年2月、日本疫学会第31回学術総会）／6.腎
移植におけるピアサポートの実態と課題に関する文献研究（共同、2021年2月、第54回臨床腎移植学

会）／7.COVID-19パンデミック下におけるオンライン・シミュレーション演習の試み（共同、2021年
2月、第2回シミュレーション看護学会）

＜論文査読・学会抄録査読＞1.北海道公衆衛生学会誌（1件、北海道公衆衛生学会）

＜学会役員就任状況＞北海道公衆衛生協会（編集委員）

＜所属学会・研究会＞日本看護科学学会／日本糖尿病教育・看護学会／日本看護学教育学会／日本看護

学会／日本看護管理学会／日本慢性看護学会／日本腎不全看護学会／日本糖尿病学会／日本透析医学会

／日本老年医学会／日本疫学会／日本循環器病予防学会／日本褥瘡学会／北海道公衆衛生協会

＜専門職者・企業・展覧会等への支援＞中堅看護師研修、プレマネージャー研修「中堅看護師研修1
学ぶと教えるのコミニュケーション」（2020年11月～2021年2月、看護コンソーシアム会議、看護コ

ンソーシアムプロジェクト）／中堅看護師研修、プレマネージャー研修「中堅看護師研修2 健康教育

指導法」（2020年11月～2021年1月、看護コンソーシアム会議、看護コンソーシアムプロジェクト）

／中堅看護師研修、プレマネージャー研修「プレマネージャー研修」（2020年12月～2021年2月、看

護コンソーシアム会議、看護コンソーシアムプロジェクト）
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本田　光

＜学術論文＞1.A strategy to rescue mothers from isolated parenting: Development of the “social
connectivity of mother with people in the community scale”（共著、2020年10月、Children and
Youth Services Review、118巻、pp.1-7）／2.新型コロナウイルス感染症拡大に伴い実施された保健師

基礎教育における代替的実習の実践報告（共著、2020年12月、保健師教育、5巻、1号、pp.75-85）／

3.保健師が気に掛ける地域とのつながりが少ない母親の特徴（単著、2021年3月、北海道公衆衛生学雑

誌、34巻、2号、pp.115-121）
＜実践報告等＞1.コロナウィルス感染症COVID-19と戦う保健所への協力-看護師免許を持つ大学教職

員にできること（共著、2020年6月、サービソロジーwebコラム、web掲載）

＜学会発表＞1.新型コロナウイルス感染症拡大に伴い実施された代替としての学内実習 第1報 地域保

健に関する実習における有効性の検証（共同、2021年1月、第9回日本公衆衛生看護学会学術集会）／

2.新型コロナウイルス感染症拡大に伴い実施された代替としての学内実習 第2報 産業保健・学校保健に

関する実習と実習方法に関する有効性の検証（共同、2021年1月、第9回日本公衆衛生看護学会学術集

会）

＜論文査読・学会抄録査読＞1.Public Health Nursing（3件）／2.日本公衆衛生看護学会誌（1件）／

3.SCU Journal（1件）／4.BMC Health Services Research（1件）

＜学会役員就任状況＞日本公衆衛生看護学会（査読委員）／名寄市立大学紀要（査読委員）

＜所属学会・研究会＞日本公衆衛生看護学会／日本地域看護学会／日本看護科学学会／日本公衆衛生学

会／日本産業衛生学会／北海道公衆衛生学会／日本看護教育学会

＜講演会・講習会活動＞みなみの杜高等支援学校「ここだけの話をしよう―男性の心とからだ」

（2021年3月17日、みなみの杜高等支援学校）

＜専門職者・企業・展覧会等への支援＞道内の新任期保健師を対象にWeb講座を企画・講師「どさんこ

若葉保健師Web講座：つながろう北海道の若葉保健師」（2021年2月13日、本学公開講座、札幌市立大

学）／道内の保健師を対象に4回シリーズのWeb講座を企画・講師「保健師Web講座：やりたかった活

動を実現できる力をつけよう」（2021年2月20日～3月13日、本学公開講座、札幌市立大学）／保健師

職能部会委員「総会、部会会議等」（2021年2月21日、北海道看護協会札幌第一支部）

村松　真澄

＜学術論文＞1.積雪寒冷地に住む高齢者の外出目的別楽しみの程度と外出に対する自己効力感との関

係（共著、2020年7月、老年看護学（1346-9665）、25巻、1号、pp.123-131）／2.口腔ケアでの対応

の編集、「パート1、口腔ケアの前に知っておきたいことコラム」「3COVID19予防にも口腔ケアが有

効」の出筆（単著、2020年11月、expertナース、36巻、13号、pp.42-47）／3.看護・介護基礎教育の

ための食事介護シミュレータの開発（共著、2020年12月、アグリバイオ、4巻、14号、pp.38-41）／

4.地域歯科口腔保健の現状と課題 公衆衛生モニタリング・レポート委員会口腔保健分野 活動総括

（原著論文）（共著、2021年2月、日本公衆衛生雑誌、68巻、2号、pp.83-91）／5.地域在住高齢者の

健康関連Qolに影響を及ぼす要因（共著、2021年2月、北海道公衆衛生学会、34巻、2号、pp.49-58）
／6.Development of the Second Prototype of an Oral Care Simulator（共著、2021年2月、Journal of
Robotics and Mechatronics（JRM）、33巻、1号、pp.172-179）
＜学会発表＞1.かかりつけ歯科医療機関の有無と口腔状態・口腔管理との関連 介護老人福祉施設女性

入居者を対象とした横断研究（共同、2020年6月、日本歯科医療管理学会）／2.特別養護老人ホーム入

居者の誤嚥性肺炎と口腔の状態・機能における前向き調査（共同、2020年6月、第25回日本老年看護

学会）／3.看護基礎教育における認知症ケアに関する教育に対する教員の考え（共同、2020年8月、第

46回日本看護研究学会）／4.北海道のサービス付き高齢者向け住宅における情報共有に関する実態（共

同、2020年8月、第46回日本看護研究学会）／5.介護基礎技術教育のための食事介護シミュレータに関

する被験者実験（共同、2020年9月、第17回日本口腔ケア学会）／6.特別養護老人ホーム入居者の口腔

機能が1年間で低下するか？（共同、2020年9月、第17回日本口腔ケア学会）／7.北海道のサービス付

き高齢者向け住宅における訪問歯科との連携状況（共同、2020年9月、第17回日本口腔ケア学会）／

8.介護福祉施設入居者の口腔状態と機能の変化,肺炎発症率 1年間前向きコホート研究（共同、2020年
10月、第79回日本公衆衛生学会総会）／9.小規模ケアホームの質を担保するための取り組みの現状と

課題（共同、2020年11月、第10回日本在宅看護学会）／10.介護保険施設入所者における既往歴とOral
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Assessment Guideによるスクリーニング結果との関係（共同、2020年11月、日本老年歯科医学会第31
回学術大会）／11.高齢者施設・地域在住の女性高齢者におけるサルコペニアの実態（共同、2020年12
月、第10回日本リハビリテーション栄養学会）／12.睡眠に対するラベンダーオイルの影響に関する文

献レビュー（共同、2020年12月、第40回日本看護科学会学術集会）／13.モーションキャプチャによる

食支援技術の可視化の基礎研究（共同、2020年12月、第40回日本看護科学会学術集会）／14.介護福祉

施設の入居者における内服薬と口腔の状態と機能の関連（共同、2021年1月、第31回日本疫学会学術総

会）

＜論文査読・学会抄録査読＞1.日本老年看護学会第25回学術集会（4件、日本老年看護学会）

＜学会役員就任状況＞日本老年看護学会（代議員）／日本摂食嚥下リハビリテーション学会（評議員）

／日本口腔ケア学会（評議員）／日本老年看護学会（評議員、政策検討委員・査読委員）／日本公衆衛

生学会（モニタリング委員）／日本口腔ケア学会（学術委員・口腔ケアチーム委員）／北海道公衆衛生

学会（評議員）

＜学術集会運営＞第9回看護理工学会実行委員

＜所属学会・研究会＞日本看護研究学会会員／日本老年歯科医学会会員／北海道歯学会会員／日本公衆

衛生学会会員モニタリング委員／日本看護科学会会員／日本看護技術学会会員／看護理工学会会員／日

本在宅ケア学会会員／日本歯科医療管理学会会員／日本在宅看護学会会員／北海道口腔ケア研究会会員

世話人／日本口腔看護研究会副代表世話人／日本口腔ケア学会評議員・学術委員／日本摂食嚥下リハビ

リテーション学会評議員・査読委員／日本老年看護学会評議員・査読委員・政策検討委員／日本がん看

護学会会員／日本看護管理学会会員／日本看護教育学会会員／日本地域看護学会会員／日本看護技術学

会会員／北海道医療大学歯学会会員／日本歯科医学会会員／旭川口腔ケア普及会会員

＜講演会・講習会活動＞米国CA州オレンジ郡日系協会でのZOOMでの市民向け講演「口腔ケアでのト

ラブル対応」（2021年2月20日）

＜専門職者・企業・展覧会等への支援＞研修会の企画・リーフレットの作成等への助言（上川中部地域

歯科保健推進協議会 旭川口腔ケア普及会）／5月に研修会を企画していたが、COVID19で延期（北

海道口腔ケア研究会）／ZOOMでの研修会を企画し、実施した（日本口腔看護研究会）

守村　洋

＜学術論文＞1.札幌市立大学における精神看護学シミュレーション教育の成果検証と今後の方向性（共

著、2020年9月、日本シミュレーション医療教育学会雑誌、8巻、pp.1-8）
＜実践報告等＞1.スロー・イズ・ビューティフル 遅さとしての文化（2021年2月、北海道精神保健協

会、146号、pp.65-66）
＜学会発表＞1.シミュレーション教育における精神看護学演習のプログラム開発と今後の取り組み（共

同、2020年6月、第1回日本看護シミュレーションラーニング学会学術集会）／2.精神看護学シミュ

レーション教育において、単元「当事者への問診」を取り入れたことによる教育評価（共同、2020年
8月、日本精神保健看護学会第30回学術集会・総会）／3.精神看護学シミュレーション教育における模

擬患者養成の検討（共同、2020年8月、日本精神保健看護学会第30回学術集会・総会）／4.精神看護シ

ミュレーション教育を用いたオンライン実習の試み（共同、2020年10月、第7回日本シミュレーショ

ン医療教育学会）／5.模擬患者を活用した精神看護学シミュレーション教育 〜模擬患者が看護学生

にフィードバックを行う際の思い〜（共同、2020年12月、第40回日本看護科学学会学術集会）／6.大
学と遠隔地の病院をつないだ中堅看護師研修の学びの様相 －WEB会議システムを利用した研修を

行って－（共同、2020年12月、第40回日本看護科学学会学術集会）／7.大学と施設をつないだ中堅看

護師研修の効果と課題 －教育担当者への研修1か月後のインタビューから－（共同、2020年12月、

第40回日本看護科学学会学術集会）／8.COVID-19パンデミック下におけるオンライン・シミュレー

ション演習の試み（共同、2021年2月、第2回日本看護シミュレーションラーニング学会学術集会）／

9.COVID-19パンデミック下におけるシミュレーション演習を用いた精神看護学実習の試み（共同、

2021年2月、第2回日本看護シミュレーションラーニング学会学術集会）／10.若年層の自殺予防教育ポ

ログラム構築に向けての実態調査（単独、2021年3月、第40回日本社会精神医学会）／11.精神看護学

シミュレーション教育への検討 ＝模擬患者が望む教育方法＝（共同、2021年3月、第40回日本社会精

神医学会）

＜学会シンポジウム＞1.新時代の教育方略を考える「シミュレーション教育における精神看護学演習の
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プログラム開発」（単独、2020年9月、第30回日本看護学教育学学会）

＜学会招聘講演＞1.拡がる社会精神医学に対応する看護学教育（単独、2021年3月、第40回日本社会精

神医学会）

＜学会座長就任状況＞1.数理モデルを利用したCOVID-19の制御（単独、2021年3月、第40回日本社会

精神医学会）

＜論文査読・学会抄録査読＞1.第40回日本社会精神医学会（5件、日本社会精神医学会）

＜学術集会運営＞第40回日本社会精神医学会

＜所属学会・研究会＞日本看護シミュレーションラーニング学会／日本精神保健看護学会／日本シミュ

レーション医療教育学会／日本看護科学学会／日本社会精神医学会／日本自殺予防学会／日本看護学教

育学会／日本公衆衛生学会／日本うつ病学会

＜講演会・講習会活動＞一般社団法人メンタルケア協会・メンタルヘルス・スペシャリスト養成講座

「精神保健」（2020年7月19日）／札家連「新型コロナに立ち向かう新しい生活様式 ～こころの健康

の維持・増進～」（2021年1月23日）

＜専門職者・企業・展覧会等への支援＞「心の健康」編集委員会（2020年度、北海道精神保健協会）

／「令和2年度札幌市教育センター専門研修・自殺予防の取り組み」（2020年7月28日、札幌市教育委

員会）／「生活支援員登録に向けた研修 説明会」（2020年9月14日、札幌市社会福祉協議会）／『～

「いつもと違う」同僚と部下に早くきづく～ メンタルヘルス研修』（2020年10月29日、北海道社会

福祉協議会）

伊東　健太郎

＜学術論文＞1.札幌市立大学における精神看護学シミュレーション教育の成果検証と今後の方向性－学

生への教育国かと模擬患者の育成教育の視点から－（共著、2020年9月、日本シミュレーション医療教

育学会雑誌、8巻、pp.1-8）
＜学会発表＞1.精神看護学シミュレーション教育における模擬患者養成の検討～気分障害・自殺念慮

の講義聴講を通して～（共同、2020年6月、日本精神保健看護学会）／2.精神看護学シミュレーション

教育において、単元「当事者への問診」を取り入れたことによる教育評価（共同、2020年9月、日本

精神保健看護学会）／3.精神看護シミュレーション教育を用いたオンライン実習の試み（共同、2020
年10月、日本シミュレーション医療教育学会）／4.模擬患者を使用した精神科シミュレーション教育

～模擬患者が看護学生にフィードバックを行う際の思い～（共同、2020年12月、日本看護科学学会）

／5.COVID-19パンデミック下におけるシミュレーション演習を用いた精神看護学実習の試み（共同、

2021年3月、日本看護シミュレーションラーニング学会）／6.精神看護学シミュレーション教育におけ

る模擬患者養成の検討～気分障害・自殺念慮の講義聴講を通して～（共同、2021年3月、日本社会精

神医学会）／7.COVID-19パンデミック下におけるオンライン・シミュレーション演習の試み（共同、

2021年3月、日本看護シミュレーションラーニング学会）

＜所属学会・研究会＞日本精神保健看護学会／日本看護科学学会／日本看護教育学会／日本自殺予防学

会／日本社会精神医学会／日本看護研究学会／日本看護シミュレーションラーニング学会／日本シュミ

レーション医療教育学会

＜専門職者・企業・展覧会等への支援＞現役看護師を中心とした参加者が当事者研究を行い自身のメン

タルヘルスについて分析するための支援（毎月、当事者研究会「ぱちぱちの会」）／医療職者が当事者

研究を行い、生きづらさについて共有し分かち合う会の支援（毎月、当事者研究「Ｓupaの会」）／当

事者研究北海道大会ネットワーク運営の支援（2020年4月～2021年3月、北海道当事者研究ネットワー

ク）／当事者研究、SSTの研修（2021年1月21日、すずらん会）／保健師、精神保健福祉士へ精神障害

者支援のための研修（2021年2月1日、むつみ会）

工藤　京子

＜学会役員就任状況＞日本看護研究学会北海道地方会（事務局、会計）

＜所属学会・研究会＞日本看護学教育学会／日本看護科学学会／日本呼吸ケア・リハビリテーション学

会／日本看護研究学会／日本慢性看護学会／日本看護管理学会／日本看護技術学会／日本認知症ケア学

会／日本災害医学会

＜専門職者・企業・展覧会等への支援＞フェイスシールド20個作成、ガウン20着作成「打ち合わせ
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に一回行った後、作成したのを届けて終了」（2020年4月21日、KKR札幌医療センター）／フェイス

シールド300個作成、ポンチョ320着作成「一定数が揃ったら届けることの繰り返しを行った」（2020
年4月22日～7月1日、市立札幌病院）

黒田　紀子

＜論文査読・学会抄録査読＞1.第30回日本新生児看護学会（再査読）（10件、第30回日本新生児看護

学会）／2.SCUジャーナル（1件）

＜学会役員就任状況＞日本小児保健協会（若手による小児保健検討会準備委員会）

＜学術集会運営＞第30回日本新生児看護学会

＜所属学会・研究会＞日本母性衛生学会／日本新生児看護学会／日本小児保健協会／日本小児看護学会

髙橋　奈美

＜学術論文＞1.ALS患者の病気と進行が家族の生活にもたらす影響（単著、2021年3月、北海道医療大

学大学院、pp.1-245）
＜学会発表＞1.医療依存度の高い在宅難病療養者のレジリエンスの様相（共同、2020年11月、日本難

病看護学会）

＜論文査読・学会抄録査読＞1.SCUジャーナル（1件）／2.日本プライマリ・ケア連合学会誌（1件、日

本プライマリ・ケア連合学会）

＜所属学会・研究会＞日本看護科学学会／日本難病看護学会／日本慢性看護学会／日本在宅ケア学会／

日本在宅看護学会／北海道医療大学看護福祉学部学会

武冨　貴久子

＜学会発表＞1.ダイバーシティ時代の女性医師の育成と支援 九州大学病院のキャリア支援策と当科に

おける女性外科医師支援の現状と取り組み（共同、2020年8月、第120回日本外科学会定期学術集会）

＜学会シンポジウム＞1.看護マネジャーは、なぜ孤独なのか?－[経験×リフレクション×コミュニティ]
の可能性－ 大学-病院によるコンソーシアムを通じた看護管理者の学習者コミュニティ形成の可能性

（共同、2020年8月、第10回日本看護評価学会学術集会）

＜論文査読・学会抄録査読＞1.日本プライマリ・ケア連合学会誌（1件、日本プライマリケア・連合学

会）

＜学会役員就任状況＞日本看護学教育学会（看護学教育制度委員会委員）／日本看護科学学会（看護倫

理検討委員会委員）／日本医学教育学会（研究推進委員会委員）／日本プライマリケア・連合学会（和

文誌編集委員会委員）

＜所属学会・研究会＞日本看護科学学／日本看護教育学学会／日本看護研究学会／日本医学教育学会／

日本医療・病院管理学会／日本血管看護研究会／日本公衆衛生学会／日本看護シミュレーションラーニ

ング学会／日本プライマリ・ケア連合学会

＜専門職者・企業・展覧会等への支援＞中堅看護師、副師長研修会運営「ステップアップ！プレマ

ネージャーの実践リフレクション」（2020年9月1日～2021年2月12日、看護コンソーシアム部門）／

OSCE運営支援（標準模擬患者に対する演技および評価の助言）（2020年9月5日・10月17日、北海道

大学医学部）／看護研究研修会「2020年度事例検討研修」（2020年9月11日、中標津病院看護部）／

「看護研究」研修「看護研究研修会：研究テーマを決めるまでの過程」（2020年10月24日、北海道看

護協会）

原井　美佳

＜実践報告等＞1.コロナウイルス感染症COVID-19による緊急事態宣言下における遠隔会議システムを

用いた看護学実習科目への挑戦（共著、2020年6月、サービソロジーwebマガジン（2020-06-05）,札
幌市立大学学術機関リポジトリ）

＜学会役員就任状況＞北海道公衆衛生学会（評議員）

＜所属学会・研究会＞日本老年看護学会／日本老年泌尿器科学会／日本排尿機能学会／日本公衆衛生学

会／北海道公衆衛生学会／日本看護学教育学会／日本看護科学学会／日本農村医学会／日本認知症ケア

学会／札幌市介護支援専門員連絡協議会／全国福祉用具専門相談員協会／日本産業カウンセラー協会／
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日本コンチネンス協会

＜専門職者・企業・展覧会等への支援＞札幌市立大学専門セミナー「ELNEC-J高齢者プログラム

2020in北海道」企画運営の支援「札幌市立大学公開講座「ELNEC-J高齢者プログラム2020in北海

道」」（2020年10月24日～25日、ELNEC-J高齢者プログラム2020in北海道）

檜山　明子

＜資料＞1.転倒予防のための看護ケア（単著、2020年9月、医学書院 総合リハビリテーション、48
巻、9号、pp.877-882）
＜学会発表＞1.病棟看護師用の転倒リスク別転倒予防看護実践評価尺度の開発（単独、2020年9月、日

本看護研究学会第46回学術集会）／2.看護師が実践するNICUに入院する新生児へのポジショニング技

術の文献検討（共同、2020年9月、日本看護研究学会第46回学術集会）／3.転倒リスク予測のための身

体認識の誤差測定に関する検討（共同、2020年12月、第40回日本看護科学学会学術集会）／4.睡眠に

対するラベンダーオイルの影響に関する文献レビュー（共同、2020年12月、第40回日本看護科学学会

学術集会）

＜論文査読・学会抄録査読＞1.SCUジャーナル（1件）

＜学会役員就任状況＞日本看護研究学会北海道地方会（運営委員）

＜所属学会・研究会＞日本看護研究学会／日本看護倫理学会／日本看護学教育学会／日本看護科学学会

／看護総合科学研究会／北のケア環境研究会／日本看護技術学会／日本医療・病院管理学会／看護総合

科学研究会／日本看護管理学会／日本精神保健看護学会

＜専門職者・企業・展覧会等への支援＞運営委員（事務局）（2020年4月1日～2021年3月31日、北の

ケア環境研究会）／看護論演習講師「専任教員養成研修会 看護論演習」（2020年12月9日～2021年1
月8日、北海道看護協会）

矢野　祐美子

＜学術論文＞1.米国の施政権下における沖縄の看護行政と制度：1945－1972（共著、2021年3月、聖

路加国際大学紀要、7巻、pp.91-96）
＜学会発表＞1.倫理的感受性のアセスメントの視点と倫理的感受性を育むアプローチ－老人看護専門看

護師の倫理調整場面から－（共同、2020年6月、第7回日本CNS看護学会学術集会）／2.創立25周年記

念事業「看護管理用語集第3版の作成に向けて」（共同、2020年8月、第24回日本看護管理学会学術集

会）／3.倫理的感受性の高い看護師を育成するための看護管理者の組織的取り組み（共同、2020年12
月、第40回日本看護科学学会学術集会）

＜論文査読・学会抄録査読＞1.日本看護評価学会誌（1件、日本看護評価学会）／2.日本看護管理学会

誌（1件、日本看護管理学会）

＜学会役員就任状況＞日本看護管理学会（学術活動推進委員）

＜学術集会運営＞日本看護管理学会 例会in北海道／日本看護管理学会 例会from神戸／日本看護管

理学会 例会in北陸・甲信越・東海

＜所属学会・研究会＞日本看護管理学会／日本看護科学学会／日本看護学教育学会／日本看護評価学会

／日本医療・病院管理学会

＜専門職者・企業・展覧会等への支援＞研修講師「実習指導者研修Ⅰ・プリセプター研修Ⅰ」（2021
年1月26日、苫小牧市立病院）

山本　真由美

＜学会発表＞1.助産学実習前後に実施したOSCE「新生児観察」の得点の比較から教育方法を考える

（共同、2021年3月、日本助産学会）／2.助産師教育におけるプロジェクト学習の取り組み第1報～プ

ロジェクト学習の実際と意義～（共同、2021年3月、日本助産学会）／3.助産師教育におけるプロジェ

クト学習の取り組み第2報～プロジェクト学習の効果と課題～（共同、2021年3月、日本助産学会）

＜学術集会運営＞第9回看護理工学会学術集会

＜所属学会・研究会＞日本助産学会／日本母性衛生学会／日本看護科学学会／日本看護管理学会／日本

看護学教育学会／日本看護研究学会／日本看護技術学会／看護理工学会／北海道母性衛生学会

＜専門職者・企業・展覧会等への支援＞助産師の能力向上等の研修計画等「昨年は10月に研修を企画
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していたがCOVID-19 感染症のため中止となる」（月1回第3火曜日、北海道看護協会札幌第一支部助

産師職能委員）／札幌小樽地区の会議に出席し看護師教育に関する動向の把握、教員に対する研修の企

画等（奇数月第3火曜日、北海道看護教育施設教育協議会）

石引　かずみ

＜著書＞1.事例で学ぶ 疾患別看護過程 Vol.2（共著、2020年9月、学研メディカル秀潤社、978-4-
7809-1406-1、pp.235-264）
＜学会発表＞1.助産師教育におけるプロジェクト学習の取り組み 第1報 ～プロジェクト学習の実際

と意義～（共同、2021年3月、第35回日本助産学会学術集会）／2.助産師教育におけるプロジェクト

学習の取り組み 第2報 ～プロジェクト学習の効果と課題～（共同、2021年3月、第35回日本助産学

会学術集会）／3.助産学実習前後に実施したOSCE「新生児観察」の得点の比較から教育方法を考える

（共同、2021年3月、第35回日本助産学会学術集会）

＜論文査読・学会抄録査読＞1.日本フォレンジック看護学会誌 第7巻1号（2件、日本フォレンジック

看護学会）

＜学術集会運営＞第7回 日本フォレンジック看護学会学術集会

＜所属学会・研究会＞日本助産学会／日本母性衛生学会／日本看護科学学会／日本看護研究学会／日本

フォレンジック看護学会／日本保健医療福祉連携教育学会

大友　舞

＜学会発表＞1.助産師教育におけるプロジェクト学習の取り組み第1報～プロジェクト学習の実際と意

義～（共同、2021年3月、第35回日本助産学会学術集会）／2.助産師教育におけるプロジェクト学習

の取り組み第2報～プロジェクト学習の効果と課題～（共同、2021年3月、第35回日本助産学会学術集

会）／3.助産学実習前後に実施したOSCE[新生児観察」の得点の比較から教育方法を考える（共同、

2021年3月、第35回日本助産学会学術集会）

＜所属学会・研究会＞日本助産学会／日本母性衛生学会／日本口腔衛生学会／日本看護科学学会／日本

小児看護学会

鬼塚　美玲

＜学術論文＞1.母親役割を持つ看護師における看護の専門性を発揮できる職場環境の評価（共著、

2020年7月、日本医療マネジメント学会誌、21巻、1号、pp.14-19）／2.母親役割を持つ看護師のワー

ク・ファミリー・コンフリクトにおける因果関係モデルの検証（単著、2021年3月、日本医療マネジメ

ント学会誌、21巻、4号、pp.197-204）
＜学会発表＞1.Disaster Nursing in the Event of an Earthquake in Japanese Hospitals: Research
trends and Challenges（共同、2020年9月、2020 Taiwan International Nursing Conference ）／

2.A Literature Review on Nurse Managers' Approval in Japan（共同、2020年9月、2020 Taiwan
International Nursing Conference）／3.特別養護老人ホームにおける介護職のユニットリーダー研修

の効果－リーダーシップ・スタイルに焦点を当てて－（単独、2020年11月、第10回国際医療福祉大学

学会学術大会）／4.「ウィズコロナ」の時代に求められる看護系大学の教育技法の変革 第1報－オン

ライン授業で生起した事象と教員の対応－（共同、2020年11月、第10回国際医療福祉大学学会学術大

会）／5.「ウィズコロナ」の時代に求められる看護系大学の教育技法の変革 第2報－オンライン授業

の経験を通して、改めて対面授業の意義を考える－（共同、2020年11月、第10回国際医療福祉大学学

会学術大会）

＜所属学会・研究会＞日本防衛衛生学会／日本看護管理学会／日本看護科学学会／日本看護研究学会／

日本統合医療学会／日本医療マネジメント学会／日本職業・災害医学会／日本災害看護学会

＜専門職者・企業・展覧会等への支援＞院内看護研究の指導（年4回）（2020年5月15日・9月8日・12
月9日・2021年3月12日、自衛隊札幌病院）

近藤　圭子

＜実践報告等＞1.新型コロナウイルス感染症（COVID-19）拡大に伴い実施された保健師基礎教育にお

ける代替的実習の実践報告（共著、保健師教育、5巻、1号、pp.75-85）
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＜学会発表＞1.高齢者施設・地域在住の女性高齢者におけるサルコペニアの実態（共同、2020年11
月、日本リハビリテーション栄養学会）／2.新型コロナウイルス感染症拡大に伴い実施された代替とし

ての学内実習 第1報（共同、2021年1月、日本公衆衛生看護学会）／3.新型コロナウイルス感染症拡

大に伴い実施された代替としての学内実習 第2報（共同、2021年1月、日本公衆衛生看護学会）／4.子
どものいる貧困世帯に対する支援チーム内での保健師の役割（共同、2021年1月、日本公衆衛生看護学

会）

＜所属学会・研究会＞日本プライマリケア連合学会／日本公衆衛生看護学会／日本公衆衛生学会／北海

道公衆衛生学会／日本地域看護学会／日本在宅ケア学会／日本看護科学学会

＜専門職者・企業・展覧会等への支援＞訪問指導員研修会連絡会（2020年8月25日、札幌市社会福祉協

議会）／「在宅看護師・保健師のための保健医療福祉行政の概要と高齢者の健康課題と支援」（2020
年9月30日）

＜学会役員就任状況＞北海道公衆衛生学会（評議委員）

齋　若奈

＜学術論文＞1.倫理的感受性のアセスメントの視点と倫理的感受性を育むアプローチ-がん看護専門看

護師の倫理調整場面から（共著、SCU journal of Design & Nursing、14巻、1号）

＜著書＞1.ケアを可視化！中範囲理論・看護モデル（共著、2021年3月、南江堂、978-4-524-24661-
8、pp.124-137）
＜学会発表＞1.倫理的感受性のアセスメントの視点と倫理的感受性を育むアプローチ 老人看護専門看

護師の倫理調整場面から（共同、2020年6月、日本CNS看護学会）／2.倫理的感受性の高い看護師を育

成するための看護管理者の組織的取り組み（共同、2020年12月、日本看護科学学会学術集会）

＜所属学会・研究会＞日本看護科学学会／日本がん看護学会／日本緩和医療学会／日本専門看護師協議

会

渋谷　友紀

＜学会発表＞1.ケーススタディで重要視する考え方と指導上の困難－3年課程看護学校における看護研

究の教育に着眼して－（共同、2020年9月、日本看護学教育学会第30回学術集会）／2.COVID-19パン

デミック下におけるオンライン・シミュレーション演習の試み（共同、2021年2月、第2回日本看護シ

ミュレーションラーニング学会学術集会）

＜所属学会・研究会＞日本デザイン学会／日本精神保健看護学会／日本看護科学学会／日本看護研究学

会／日本看護学教育学会

田仲　里江

＜学会発表＞1.子どもの貧困対策における自治体保健師の支援の特徴（共同、2020年11月、第72回北

海道公衆衛生学会）／2.WEB会議システムによる大学と施設をつないだ中堅看護師研修の学びの様相

－参加者へのインタビューから－（共同、2020年12月、第40回日本看護科学学会学術集会）／3.大学

と施設をつないだ中堅看護師研修の効果と課題 －教育担当者への研修1か月後のインタビューから－

（共同、2020年12月、第40回日本看護科学学会学術集会）／4.子どものいる貧困世帯に対する支援

チーム内での保健師の役割（共同、2020年12月、第9回日本公衆衛生看護学会）／5.新型コロナウイル

ス感染症拡大に伴い実施された代替としての学内実習 第1報～地域保健に関する実習における有効性の

検証～（共同、2020年12月、第9回日本公衆衛生看護学会）／6.新型コロナウイルス感染症拡大に伴い

実施された代替としての学内実習 第2報 産業保健・学校保健に関する実習と実習方法に関する有効性

の検証（共同、2020年12月、第9回日本公衆衛生看護学会）

＜学会役員就任状況＞北海道公衆衛生学会（評議員 2023年11月30日まで）

＜所属学会・研究会＞日本公衆衛生看護学会／日本地域看護学会／日本公衆衛生学会／北海道公衆衛生

学会／日本看護科学学会／日本看護学教育学会／日本学校保健学会／看護総合科学研究会／日本フォレ

ンジック看護学会

＜専門職者・企業・展覧会等への支援＞中堅看護師研修1（企画運営）中堅看護師研修2（研修講師、

企画・運営）、副師長研修（企画運営）に従事
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中田　亜由美

＜所属学会・研究会＞日本看護研究学会／日本在宅ケア学会／日本公衆衛生学会／日本小児保健協会／

北海道成育看護研究会／看護総合科学研究会／日本老年看護学会／日本看護学教育学会

牧田　靖子

＜学術論文＞1.在宅呼吸ケアの実際（共著、2020年11月、小児科、61巻、12号、pp.1619-1627）
＜実践報告等＞1.思春期のインフォームド・コンセント実践例（共著、2020年6月、日総研出版、15
巻、2号、pp.67-73）
＜所属学会・研究会＞日本小児看護学会／日本子ども虐待防止学会／北海道子どもの虐待防止協会／小

児集中治療研究会／小児救急医学会／日本糖尿病教育看護学会／日本看護学教育学会／日本看護科学学

会／北海道地域医療研究会／北海道成育看護研究会

高橋　葉子

＜学会発表＞1.看護師が実践するNICUに入院する新生児へのポジショニング技術の文献検討（共同、

2020年9月、日本看護研究学会）／2.COVID-19後の看護学実習をデザインする フィールドハイブ

リッド型遠隔実習の提案（共同、2020年12月、日本看護科学学会）／3.転倒リスク予測のための身体

認識の誤差測定に関する検討（共同、2020年12月、日本看護科学学会）

＜学会役員就任状況＞日本看護研究学会北海道地方会（事務局）

＜学術集会運営＞第9回看護理工学会

＜所属学会・研究会＞日本看護科学学会／日本看護研究学会／日本看護技術学会／日本小児看護学会／

日本新生児看護学会／日本看護学教育学会／母乳哺育学会

＜専門職者・企業・展覧会等への支援＞ELNEC-J高齢者プログラムの開催「ELNEC-J高齢者プログ

ラム2020 in北海」（2020年10月24日～25日、現職の医療従事者）



「札幌市立大学のシンボルマークについて」

札幌市立大学のシンボルマークは、

英国の著名なクリエイティブグループtomatoの
ジョン・ワーウイッカー氏によってデザインされました。

雪の結晶のイメージは、札幌の自然環境を特徴づけると共に、

大学での学習過程を図像的にあらわしたものです。（登録商標）
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