


本学の淵源は1924年に設立された自動車運転技能教授所にあります。当時の北海道の自動車

保有台数はわずかに136台でした。当時から先の自動車社会を見据え、未来志向でスタートした

学園であることが伺えます。

1967年に、本学の前身である北海道工業大学が手稲の地に開学、その後社会の要請に応えな

がら教育領域を拡大し、2014年4月、北海道科学大学として新たなスタートを切りました。現

在、本学には開学以来の歴史を持つ工学部に加え、保健医療学部、未来デザイン学部の３学部１

２学科があり、併設の北海道科学大学短期大学部、北海道薬科大学を加えると、5,000人規模

の一大キャンパスとなります。2017年4月には大学の新たなシンボルとなる中央棟（E棟）、そし

て最新の設備を備えた共同実験棟（R2棟）が開設しました。

日本の教育分野では主にグローバル化が叫ばれていますが、本学はまず地域に貢献することを

目指しています。北海道という、世界でも例を見ない積雪寒冷地域に特化した研究を極めるこ

とは、例えば日本の東北地方や、北ヨーロッパ・カナダなど他の積雪寒冷地が抱える諸課題を解

決することにもつながります。

この「シーズ集」では30名の研究者を紹介していますが、その根底に流れているのは「地域」、「医

療」、「高齢者」、「防災」そして「積雪寒冷」というキーワードです。特に本学では学部学科横断型の

研究が活発です。現在４つの研究所を設置しておりますが、そのいずれもが「医工連携」をはじめ

学部学科の垣根を越えた発展的研究に取り組んでいます。ここから生まれた研究成果は、連携協

定を締結している地元札幌市手稲区、北海道立総合研究機構をはじめ、各市町村、教育機関に発

信していきます。

このシーズ集を手に取っていただいた方々が、これを契機に新たに本学と共同研究に取り組み、

その成果を地域に還元することができれば、これ以上の喜びはありません。
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雪氷 工学

研究テーマ

建築物および工作物で発生する
雪氷問題の対策に関する研究

研究概要

建築物および工作物で発生する雪氷問題の発生
メカニズムおよびその対策に関する研究を行っ
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北海道科学大学

工学
医療自動車

高等教育 未来

積雪寒冷

※2018年4月、北海道薬科大学と北海道科学大学が統合し、新たに「北海道科学大学 薬学部 薬学科〈仮称〉」（設置認可申請中）の設置を計画しています。
　本学部・学科の設置については予定であり、今後、変更になる可能性があります。

2018年、北海道科学大学に
「薬学部」が新設予定※
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寒地未来生活環境研究所

北方地域社会研究所

寒地先端材料研究所

北の高齢社会アクティブライフ研究所
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研究所

北国生活のカウンセラー

薬学

（北国生活環境科学拠点）

北海道科学大学は、地域の問題・課題を吸い上げ、
学部・学科の垣根を越えた発展的研究に取り組み、

その研究成果を地域に還元します。

学部学科横断型の研究を行う、4つの研究所
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本研究所は、北海道を中心とした地域社会が抱える諸問題を研究課題とする人文社会科学と工学との連携を軸に据えた分野横断型研究グループ
を形成し、各地域の自治体、企業、NPO法人等各種団体と協働して、人材育成、地域文化・観光、持続可能な社会システムに関する研究を推進し、専
門家や実務者を研究員として招聘し、共同研究を展開して行きます。

北方地域社会研究所

人文社会科学と工学との連携を軸とする分野横断型の
研究地点を形成し、自治体、企業、NPO法人などの各種団体との
交流・連携を通して、地域の課題解決に向けた研究活動を推進

Research Institute of Northern Regional Community

平成27年4月1日設立（平成29年4月1日名称変更）RINC

本研究所は、寒冷地生活環境に潜在する様々な問題を解決するため、人、医療、機械、情報、電気、建築及び土木分野における技術のシナジー効果を
最大限に発揮し、新たな学際的・分野融合的領域の創出を目指す研究・開発を推進しています。

寒地未来生活環境研究所

積雪寒冷地における、
持続可能な住環境の構築に資する技術の
開発及び人々の生活環境を支援・向上

寒冷地に適合する先端材料及び
その技術に特化した研究グループの
構築及び活性化

Institute of Research Life Style and Environment for Future

平成29年4月1日設立IF

寒地先端材料研究所
Laboratory of Advanced Materials for Cold Region

平成27年4月1日設立LAM

研究のテーマ

本研究所は、先端材料・材料加工、半導体・電子デバイス材料、建築構造材料及び福祉・医療系材料からなる4領域を中核として、機械・建築などのも
のづくり材料系、半導体・電子デバイス材料系、福祉・医療用材料系の各領域で生じる材料を取り巻く様々な課題を解決することを目指しています。

先端材料・材料加工領域 ●サーモグラフィを用いたコーティング皮膜非破壊検査手法の開発
●金属3Dプリンタによる新規材料の成形と組織制御
●超高温組織安定性を有するコーティングシステムの開発に関する研究
●機械加工における切削条件と切削機構諸因子の関係
●自動車用途の異種材料接合における界面反応生成物制御と継手機械的性質の関係

●Ⅰ-Ⅲ-Ⅵ、Ⅱ-Ⅵ族化合物半導体の光学的特性と太陽電池への応用に関する研究

●寒冷地積雪下におけるスタッド溶接部の組織と機械的性質に関する研究

●短下肢装具の寒冷地での安全使用に必要な材料物性

半導体・電子デバイス材料領域

建築構造材料領域

福祉・医療系材料領域

高齢者・障がい者が、地域社会の中で可能な限り
自立した日常生活活動（ADL）を送れるよう生活の質
（QOL）を高めると同時に、家族と社会の負担を軽減

北の高齢社会アクティブライフ研究所
Laboratory of Active Ageing in the North

平成29年4月1日設立LAAN

研究のテーマ

本研究所は、後期高齢者が急激に増加する2025年問題、国内人口が急激に減少する2035年問題に起きると予測される要介護者の激増と介護者
の激減の問題解決に直接的に取り組むとともに、厚生労働省が平成30年度からの創設を標榜している地域包括ケアシステムへの対応を目指し、研
究を進めていきます。

ADL（日常生活活動）支援 ●半側空間無視、軽度認知症患者対象の車いす操作、
　移乗支援注意喚起リハビリテーションシステムの開発

●車いす利用者対象の階下避難器具の開発

●在宅患者、高齢者対象の遠隔リハビリテーションシステムの運用試験
●手稲区包括ケアリハビリテーション効果実証評価

●北海道に住む高齢者世帯の転倒、
　ヒートショック・熱中症予防生活見守りシステムの開発

環境支援

健康支援

安全安心支援

研究のテーマ

情報看護分野 ●電話救急医療相談システムに関する研究
●寒冷地における地域元気サポートシステムに関する研究
●簡易型体力測定・診断システムに関する研究

●雪氷環境におけるプラズマ制御風車による
　自然エネルギーの実用性の研究

●インターネットオブクリーンに関する研究
●AIによる医用画像読影支援に関する研究
●積雪寒冷地における両面発電を活用した櫛形配置による
　多機能太陽光発電システムの開発

機械建築電気分野

機械情報電気分野

研究のテーマ

●北海道地域における理系人材育成と啓発活動のための研究
●若者と出身地域に対する郷土愛に関する調査研究
●上富良野町における人口動態分析と地域創生案提言

●北海道遺産の江差町地域文化資源の持続可能性に関する調査研究
●フットパスを用いたコミュニティ活性化に関する実践研究

積雪寒冷地の課題に取り組む
共同実験棟（R2棟）が竣工。
これまで培ってきた
研究成果を受け継ぎ、
次世代につなぎます。

1967年の開学当時から、積雪寒冷地という北海道特有の課題に取り組んできた本学。自動車走行や住宅性能、電
波通信など専門分野ごとの課題に向き合い、北国の発展に不可欠な研究を進めてきました。しかし、社会の問題そ
のものが複数の専門分野が絡み合う時代になりました。その問題解決のためには、分野の垣根を越えた研究や学
部・学科の連携が求められることから、2017年、「共同実験棟（R2棟）」を設置しました。北海道の地に開学して50
年、道内私立大学の中でも屈指の学科数を有するまでになった今日、医工文連携で、北海道に暮らす人々の生活・
地域が抱えるさまざまな課題の解決に向け、次の時代のため、R2棟からさらなる地域貢献を推進します。

R2 共同実験棟（R2棟）

北海道が抱える悩みを解決する、「実学」を実践する研究拠点

共同研究、受託研究、寄付講座、寄付研究
部門や大型研究プロジェクトなどにおいて
使用する貸与型の実験室です。

実験室1・2
寒冷地の屋内外環境を－30℃～＋40℃、
湿度30％～90％の範囲で再現し、雪氷の
挙動、断熱材・設備機器性能などに関わる
実験を行うことができます。

恒温恒湿チャンバー室
風速18m/sまでの調整が可能な自然雪風
洞実験装置を設置。自然雪を利用するこ
とにより、現実に近いデータの収集が可
能です。

多目的低温実験室
EPMA、SEMなど電子顕微鏡群やＸ線分
析装置、ラマン分光分析装置を備え、さま
ざまな材料の組織や物性を調べることが
できます。

中央機器分析施設
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中央ビルメンテナンス株式会社
高野 弘三氏

所長　機械工学科 教授　竹澤 聡
副所長　情報工学科 教授　川上 敬

──「バスの車内清掃のロボット化」とい
う研究テーマがスタートした、そもそもの
背景は？

高野　グループ会社の北海道中央バスが
現在保有している車両は1170台。これを
約200名のスタッフが、年間延べ28万時
間かけて清掃していますが、少子高齢化
で、なおかつ有効求人倍率も上昇してきた
なかで人材難の状況にあるのが背景です。

──空港などでは、清掃ロボットなどを見
かけるようになりましたが、それも同様の
背景によるものでしょうか。

高野　おそらくそうだと思います。同時に、
清掃業界では今、抜本的な業務の見直し
が進んでいます。一方で、バスの清掃は依
然「人の手」に頼っている状況です。バス車
内床面の掃き・拭き清掃、ガラスや手摺り・
つり革の拭き清掃などを1人20分程度で
行う日常清掃、3時間半程度かけて全体を
クリーンアップする特別清掃がありますが、
まずは床面の作業をロボットなどで低減で
きないかと考え、ロボット制御とIoTを研究
する機械工学科の竹澤聡教授、人工知能
を扱う情報工学科の川上敬教授に相談し
たのが始まりです。

竹澤　ロボットやAI技術を活かせそうな
部分がいくつもありそうだというのが、お話
を伺った時の直感でした。また、実学教育

を目指す本学にとって、バス清掃の自動化
という具体的な課題の研究を行える機会
をいただけたことは、とても光栄に思ってい
ます。

──研究は、どのように進められているの
ですか。

竹澤　2016年6月から始まった研究では
毎月、定期的な委員会を開いて課題を話し
合うとともに、バス清掃の実際・特性を知
り、課題を探り出す調査・考察を行いまし
た。その結果を受け、現在は「ロボットによ
る床面清掃の自動化」に加え、人に直接装
着する「装着型腕保持装置」の技術的検討
などを行っています。

高野　ベテランの作業スタッフにとっては、
当たり前の業務かもしれませんが、実際の
作業はかなりハードなもので腕の筋肉に
大きな負担がかかることが分かりました。

竹澤　清掃スタッフの9割が女性であると
いうことも考えると、まずは、天井の清掃な
どの負担を軽減させる装置が有効だと考
えました。

高野　当初は、床の清掃を自動化すれば、
窓や天井を拭く業務に集中できると考えて
いたのですが、さらにその拭き業務の軽減
についても検討していただきました。専門的
な知見から、私たちにはできない提案をい

ただけることが大きなメリットだと感じてい
ます。

──作業負担の大きい部分から、自動化
を検討していくと。

竹澤　作業が大変かどうかは、多分に感覚
的なものなので、負担軽減のための技術を
考える上で、まずは定量化が欠かせませ
ん。たとえば、作業スタッフの方に消費カロ
リー計測器を装着していただき、座席や段
差、手摺りポールなどが複雑に配置されて
いる車内で、どんな作業でどの程度の負担
があるのかといったデータを検証すること
で、自動化やロボット化した場合の効果測
定をしたいと思っています。

高野　清掃業務の全自動化が将来の最
終目標ですが、まずはひとつひとつ、ともに
研究していければと思っています。課題を
共有しながら進められることに大きな魅力
を感じますし、可能性は大きく広がった気
がしますね。

竹澤　2017年度は、汚れの質や程度、面
積などに合わせてロボットが判断し、的確
に清掃を行えるような設計思想を市販の
実験用ロボットなどにインストールし、稼
動させてみるといった研究も同時に進めて
いく予定です。

高野　大いに期待しています。

北海道中央バス株式会社（小樽市）のグループ企業で、ビル管理業・警備業などを手がける「中央ビルメンテナンス株式会社」。バス車両の清掃も一

手に担っているが、人材確保の難しさに加えて、清掃業界自体が大きな転換期を向かえるなか、創業以来同じ方式で行ってきた清掃スタイルを抜本

的に見直すべく、社内にIoC（Internet of Clean）調査・研究委員会を設けて検討を行ってきた。その結果、目指すべき方向性として考えられたのが

ロボットの活用を含めたバス車内清掃の自動化。そこで、ロボット制御とIoT（Internet of Things）を研究する機械工学科の竹澤聡教授と、人工

知能を扱う情報工学科の川上敬教授に相談を持ちかけ、2016年度から自動化技術の共同研究が始まった。月1回の委員会のなかで実態調査およ

び検証が行われ、今後は、既存ロボット（i-Create）および試作予定ロボットについて具体的な研究・提案が行われていく予定となっている。
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ロボットによるバスの車内清掃に関する研究

産学官共同研究事例

国立研究開発法人産業技術総合研究所
加藤和彦氏

建築学科 教授
千葉 隆弘

──今回、積雪荷重に関する基礎データ
の収集を、北海道科学大学に委託される
ことになった理由は？

加藤　積雪寒冷地にある大学ということ
と同時に、雪氷工学に関する高い知見を
有していることが、北海道科学大学に協力
をお願いした一番の理由です。共同で研究
を行うことに大きなメリットを感じました。

千葉　建築の設計荷重として用いられる
積雪量のデータはすでにありますが、アレ
イを支える架台に関しては指針などはな
く、その意味でも興味深い研究です。新た
なナレッジの獲得という意味でも、大いに
期待できますね。

──2016年度の測定は、どのような方法
で行われたのでしょうか。

千葉　本学の敷地内の一角を利用して斜
めに設置した架台の上にパネル4枚のアレ
イを設置し、積雪状況をカメラで撮影しな
がら、積雪深・雪密度・雪荷重などを観測
しました。

加藤　架台のコストを抑えるため、地面に
できるだけ近い位置に軒下を設けるケース
が少なくありません。このため、今回は同様
の条件で測定を行いました。

──今回の測定・データ収集で分かった
ことはありますか？

千葉　積雪量が増えていくとアレイに積
もった雪と地面の雪がつながり、そこに大
きな力（沈降荷重）が働くことが確認できま
した。今後、検証が必要な要素の一端が見
えた測定だったと言えると思います。

加藤　沈降荷重については以前から指摘
されていましたが、それが実際の測定に
よってデータ化されたことに、大きな意義
があると思っています。また、そのこと以上
に、実際に試験装置を置き、積雪寒冷下で
継続的に測定を行えたということ自体が初
年度の一番の成果ですね。

千葉　太陽光発電システムは、電気の分
野のみで語られることが多かったのです
が、建築的な視点から考えるきっかけをい
ただけたことも、大きな刺激になりました。

──2017年度は、どのような研究を行っ
ていく予定ですか？

千葉　今回の分析結果をもとに、勾配の
異なる試験体や、より本格的な測定装置を
用いたデータ測定・収集、分析を行うと同
時に、雪質の異なる道外でも同様の測定を
実施し、広範なエビデンスを集めていくこと
を計画しています。

加藤　測定結果の検証を共同で進めてい
くほか、最終的には実測データをもとに工
学的根拠に基づいたシミュレーションなど
を行い、架台の形状と強度の関係などを一
般化していくプロセスが必要になると考え
ています。

──それが最終的なガイドラインのベー
スとなるわけですね。

加藤　その通りです。化石燃料を使わず、
二酸化炭素も発生しない太陽光発電シス
テムは、意義のある技術だと思います。自然
から得られるエネルギーだからこそ、謙虚
な姿勢で、安全性を重視した設計基準づく
りを目指して、研究を進めていきたいと思
います。

2011年の東日本大震災を契機に、注目度が一気に高まった再生可能エネルギー。なかでも、2012年7月に電気事業者に対して再生可能エネル

ギーの調達を義務づける「固定価格買取制度」がスタートしたことを受け、太陽光発電システムの普及が進んだ。一方、設置件数が増えるにとも

なって問題も散見され始めた。その一つが雪害。降り積もった雪の重みで、太陽電池モジュールを並べたアレイを支える架台が破損するといった

事例が出始めた。そこで、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）では、太陽光発電システムの設計ガイドライン作成

を目指す取り組みをスタート。国立研究開発法人産業技術総合研究所（産総研）への委託により研究を開始した。その研究の一つとして、実際の

積雪荷重などのデータ収集が本学へと依頼され、建築学科の千葉隆弘教授を中心に、ひと冬かけて継続的に基礎データの収集が行われた。
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積雪地域における太陽電池アレイの積雪荷重の屋外測定

産学官共同研究事例

北海道の企業 寒地未来生活環境研究所 太陽光発電システムのガイドライン作成 寒地未来生活環境研究所
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──札幌市消防局消防科学研究所と宮坂
先生が共同で調査を行ったことが今回の研
究の発端とのことですが、どんな調査を行っ
てきたのですか。

宮坂　施設の火災避難訓練に立ち会っ
て、避難の過程を動画で記録したり、入居
されている方の身体機能や認知機能の度
合い、車椅子の利用状況などについて延べ
100名以上の調査を行いました。その結
果、ほとんどの施設において、2階以上で車
椅子を使って生活している方が1フロアに
2名以上いることがわかりました。

枝澤　こうした結果を踏まえた今回のミッ
ションは、介助者1名で、車椅子に乗車した
ままの状態で階下へと避難させることがで
きる製品の開発となっています。

髙塚　車椅子に乗車したままで避難でき
る器具はこれまでにはありませんでした。実
用化されれば、火災時における人命救助に
大きく寄与すると考えています。

──今回の研究における、三者の位置づけ
をお教えください。

宮坂　本学がいわばマネジメントを担う研
究代表機関として全体のコーディネートを
行っています。メーカーである株式会社サ
ンワが実際の機器の設計・製作、札幌市消
防局消防科学研究所が避難想定の性能確
認試験や改善点の抽出を行う研究協力機
関として参加しています。

──大学と共同で研究するメリットは？

髙塚　研究者、メーカーという各専門家の
協力・支援のもと、基礎から応用に至る幅
広い知識、豊富な情報などの提供を受け、
具体的な研究に生かすことができる点が大
きなメリットだと感じています。

枝澤　中小企業ではなかなか難しい基礎研
究や調査結果をベースにできるため、より市
場ニーズに合った製品開発を目指せるとい
う利点が、私たちメーカーにはありますね。

──研究は現在、どのような段階にあるの
でしょうか。

髙塚　車椅子に乗車したまま避難できる
機器の仕様設計が完了した段階です。これ
を元に試作を行い、車椅子の装着性や安
全性の確保、軽量化などの課題について検
討していきます。

枝澤　安全性を最優先にすると、重量や階
段踊り場等での旋回性能が不利になってし
まいがちです。いかにバランス良く設計して
いくかが、今後のポイントになると思います。

宮坂　安全性に加えて、乗車する人の印象
──不安や恐怖感をおぼえないか──な
どもしっかり評価・検証し、本当に利用者の
ためになる製品づくりを目指したいと思っ
ています。

──今後、製品化に向けて予定されている
スケジュールなどは？

枝澤　当社としては、本研究を通して得ら
れた成果をもとに、2018年には量産化モ

デルの開発に着手し、2019年度には量産
化にこぎ着けたいと考えているところです。

髙塚　機能的かつ安価な「車椅子用避難
器具」を共同開発し、最終的には2020年
の東京オリンピック・パラリンピック開催ま
でに、高齢者施設をはじめ車椅子を必要と
する施設で広く普及・導入していただくこと
が一つの目標です。

宮坂　社会的な課題に対して、きわめて短
い期間で結果を出せる可能性が高いことが、
共同研究の一番の長所だと感じています。早
い時期に製品化し、「消防防災製品等推奨
品」の認定なども得たうえで市場への普及を
目指すという着地点が見えています。

──そのスピード感に、大きな可能性を感
じます。

髙塚　世の中のニーズの変化や技術の進
歩がとても速いなかにあって、今回の開発
にとどまらず、同じ研究に取り組んだ関係
者のネットワークは、さらに新たな研究へ
の手がかりをつかむきっかけになるものと
私たちも期待しています。

枝澤　こうした共同研究は確かに、さまざ
まなシーズ／ニーズに応える製品づくりに
も大きくプラスになるというのが、参加して
みて今、実感していることです。

宮坂　いわゆる産学官が、バランス良く関
われている研究だと思いますし、製品づく
りもそうですが、連携のモデルケースとして
も育てていければいいですね。

平成22年3月に発生した札幌市内のグループホームの火災で7名が犠牲になった。当時、勤務していたのは女性職員1名。消防活動の近代化を推進し

ている札幌市消防局消防科学研究所では、火災発生時に体の不自由な高齢者を全員避難させるのは困難だったとの予想をもとに、避難のあり方につ

いて検討を開始。そのなかで、高齢者施設における避難困難性や避難時間などの調査研究を行っていた理学療法学科の宮坂智哉教授との接点が生

まれ、共同で調査を実施すると同時に、車椅子を必要とする高齢者の有効な避難方法の確立が重要と考え、「車椅子用避難器具」の試作機を製作し

た。さらに、早期の実用化を目指し、専門的な技術・知識を持つ移動・運搬機器メーカーである株式会社サンワに協力を依頼。産学官の共同研究として

開発を進めるため、総務省消防庁の平成28年度消防防災科学技術研究推進制度により、同庁の委託研究として2カ年計画での研究が動き出した。
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札幌市の高齢者施設における最適な避難用具の開発

上富良野町 副町長
田中 利幸氏

所長　電気電子工学科 教授　木村 尚仁
人間社会学科 教授　碇山 恵子

──そもそも、上富良野町との連携がス
タートした経緯は？

田中　2012年に策定した「上富良野町住
生活基本計画」の検討に当たって専門的知
見に基づく総合的なアドバイスをいただい
たことが発端です。これを契機に、さまざま
な分野でお付き合いが続いてきました。

木村　研究所のテーマの一つとして「上富
良野町における人口動態分析と地域創生
案提言」があり、それがたとえば理学療法
学科の教員が学生とともに上富良野高齢
者大学「いしずえ大学」の講師を務めると
いった活動にもつながっています。

碇山　上富良野町には毎年、教職員と学
生がお邪魔し、町内のフィールドワークや
子どもたち向けのワークショップから職員
の方々のスキルアップ研修など多様なテー
マで連携を行っているんです。

──2016年の「平成28年度職員研修」
では、上富良野町の職員が大学を訪れた？

碇山　そうです。地域振興を担当する若手
の職員の方から、大学という場でぜひ学ん
でみたいという声をいただき、町民の方 と々
の恊働が重視されるなかで必要になるファ
シリテーター（会議などの進行役）の役割
などについて研修を行いました。

田中　実践的な研修内容に加えて、学生の
方 と々ディスカッションするなかで、自分たち
の町がどのように見られているかなど新鮮
な視点に触れられたことが刺激になったと、

参加した職員は口をそろえていましたね。

碇山　人間社会学科の梶谷崇教授のプ
ロットをもとに、上富良野町の観光やイベン
トをテーマにワークショップを行いました。
学生からは〝春先に畑にまく融雪剤で絵を
描くイベントがあったらおもしろい〞など、自
由な意見も数多くあり、予想以上に議論が
盛り上がりました。

木村　とてもイキイキした様子で発言する
学生の姿を見られたのは、私たちにとって
も新鮮でした。普段、接点を持つことのない
町職員の方と直接話す場を持てたというだ
けでも、意義深い取り組みだったと感じて
います。

──町職員の方々への研修が、学生との
意思交換の場となったのですね。

田中　町外の方々、特に若い人たちに、ど
んな町なら行ってみたいと思ってもらえる
か。今回のワークショップには、日々、暮らし
ていると気づかない自分の町の魅力を知る
一つの手法としての可能性を感じました。
そうやって地元を発見することが、地域の
活性化にもつながっていくのではないかと
感じています。

碇山　確かに、外の目を借りないと自分た
ちのことはよく分からないものですし、学生
たちがそうした役割を果たせるということ
は、私たちが発見させてもらったこと。新し
いアイデアが見つかる場づくりとして、大学
が継続して応えていけることは、まだまだあ
りそうな気がしています。

木村　実学を目指す大学として、自分たちが
実践的に関わっていける機会をもてることは
学生にとっても大きなメリットですし、それ
は大学にとってのメリットでもあります。

田中　今回は、町職員が学生さんを前にプ
レゼンテーションを行いましたが、自分の町
への意識を高めるきっかけになったと思い
ますし、それが行政スタッフとしてのスキル
アップになることを期待しています。

──今後の連携について。また、期待する
ことは？

碇山　上富良野町では、町民生活課の
方々を中心に、意欲的にまちづくりを考え
ていらっしゃいます。私たちとしては、外から
の目としてそこに参加させていただき、地域
の新しい魅力づくりにご協力させていただ
ければと願っているところです。

木村　エネルギー、都市計画、医療・福祉、
教育・人材育成など、学内の各分野の連携
をとおして地域の活性化に貢献することが
当研究所の目的ですし、今後は地域のさま
ざまな仕組みづくりにも関わらせていただ
ければと思っています。

田中　これまでご協力いただいてきた各専
門分野のアドバイスに加えて、まちづくりと
いう大きな視点が加わったことが、今回の
収穫。今後ともお力添えをお願したいです
し、北海道科学大学の研究領域の広さに
は大いに期待しているところです。

本学では2015年に、北海道を中心とした地域社会が抱える諸問題に対して、人文社会科学と工学との分野横断型の体制をつくり、自治体・企

業・諸団体との交流・連携を通して研究を行う地域社会創生研究所を設立。2017年4月からは北方地域社会研究所（以下「北地研」）と名称変

更し、より具体的な取り組みを進めている。この流れのなかで、2016年10月に、上富良野町職員5名を本学に招いて「平成28年度職員研修」

を実施。また、翌年2月には、まちづくりフォーラム「かみふの魅力でまちづくり」を開催し、本学教員がコーディネーターとして参加するなど、連

携して同町のアピールポイントなどを探り、観光を中心に交流人口を増やしていくための研究が続いている。職員研修には学生も参加し、互い

に刺激を与え合う機会となった。
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町と大学とのつながりが広げる、まちづくりの可能性
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消防科学研究所
髙塚 浩平氏

株式会社サンワ
枝澤 健二氏

理学療法学科 教授
宮坂 智哉

札幌市消防局 非常用避難機器開発 北の高齢社会アクティブライフ研究所 連携先自治体 北方地域社会研究所

LAAN RINC
北の高齢社会

アクティブライフ研究所
北方地域社会
研究所

産学官共同研究事例 産学官共同研究事例
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本書の見方

labs.hus.ac.jp
本学に所属している研究者の研究テーマや研究概要、研究業績、エピソードなどを紹介した、

研究者データベース「ラボサイト」を開設しています。研究の内容をアイコン化することで

研究分野を視覚的に探せるほか、学部・学科、研究キーワードなどからの検索が可能です。

研究者データベース「ラボサイト」について
HP

A

F

B

E

C

D

IF

A 研究者の基本プロフィール

B 研究分野アイコン

C 主な研究内容

D 研究者の主な研究・学術活動

E 所属研究所

F 所属学部

北方地域社会研究所RINC寒地未来生活環境研究所IF 寒地先端材料研究所LAM 北の高齢社会アクティブライフ研究所LAAN

QRコードからは該当ページの
研究者ページへダイレクトにアクセスできます

より詳しいプロフィールは「ラボサイト」で閲覧できます。

学部・学科から探す

大学院・専攻・研究所から探す
研究の分類で探す

研究者の一覧が表示されます

TOPページ

各研究者の詳細プロフィールを閲覧できます

キーワードで探す

※各画面は実際とは異なる場合があります。
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工学部 情報工学科 教授・博士（工学）　川上 敬 （カワカミ タカシ）

研究分野

経営課題の
数理的解決支援

人工知能の社会応用

ＡＩによる医用画像の自動診断

解決できる課題

ＡＩによる物流の自動最適化

画像認識による自動判断システム

我が国は少子高齢化など多くの問題を抱えています。これらの課題に人工知能（AI）を応用することで、より便利で快適な社
会を実現するための新しい仕組みを研究しています。最近では医療分野やビジネス・物流分野への展開を行っています。

人工知能（AI）の社会応用に関する研究

博士（工学）  北海道大学：1996年学位

学部・学科

寒地未来生活環境研究所所属研究所

主な研究

工学部 情報工学科 教授 川上 敬 （カワカミ タカシ）

人工知能（ＡＩ）を用いて様々な社会課題を解決します。具体的に
は、CT画像などの医用画像を読影して診断を下す処理をＡＩで支
援するシステムを開発します。高齢化が進む我が国では、検査の
結果得られる医用画像は膨大な数に上りますが、これを読影し診
断を下す読影医は先進国の中でも最低レベルの数しかいません。
この課題を深層学習というＡＩテクノロジーを使って、たくさんの

医用画像をコンピュータに学
習させ、学習済みのコンピュー
タが医用画像の読影支援をす
ることで、地方における読影医
不足を解決します。
また、ＡＩや最適化の手法を用
いて物流や生産などの工程を知能化・最適化・効率化させます。現
在も様々な場面での物量予測やスタッフのシフト調整、作業量の
許容範囲などは、人間のカンを頼りに決定しているため、効率的な
ビジネス展開ができずにいます。この課題に対して配送等の物流
や交通流およびメンテナンスビジネスなどに必要な工程・流れ・段
取り等のスケジュール、スタッフの人員配置などの意思決定を多く
のデータを学習したコンピュータが自動的に計算してコンサル
ティングできるツールを構築できます。これにより現状のリソース
を最大限に利用したうえで、最適な効率を発揮できるビジネスモ
デルを提案します。

スタッフの
労働時間？ 移動時間は？

何人必要？ 物流の順序？

効率的な
一括管理！！

空調点検

照明
交換

機械故障

AIによるメンテナンスビジネスの効率化

ACCESSこの研究者についての詳細はコチラ

主な著書・著作・論評
主な論文

主な外部資金

川上敬ほか：メタヒューリスティックスとナチュラルコンピューティング, コロナ社, 2012.1
Ryosuke Ooe and Takashi Kawakami: Gradual Learning for Behavior Acquisition by Evolving Artificial
Neural Network, Journal of Artificial Life and Robotics, Vol.21, pp.1-6, 2016.12／川上敬ほか：付加価値創出の
ための次世代型生産ネットワーク構造のモデル化, 生産管理学会論文誌, Vol.20, pp.91-96, 2013.10
2014-2016 科学研究費助成事業・基盤研究（C）・代表：地域成長戦略のためのあたらしい生産ネットワーク構造のデザイン

医療地域 積雪寒冷地高齢者 医工連携防災
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保健医療学部 看護学科 教授・博士（作業療法学）　林 裕子 （ハヤシ ユウコ）

研究分野

廃用症候群高齢者への生活行動の再獲得のための看護

老年看護学

リハビリテーション看護学

解決できる課題

認知症の早期発見のための評価

在宅で生活を維持するための看護

意識障害患者の意識回復について、これまでは主に単一の感覚刺激について研究されてきました。そこで私は神経生理学を
基盤に生活行動を想起できる複数異種感覚刺激を行うことで、行動を想起させる看護介入を開発する研究を行っています。

神経生理学を基盤とした意識障害の回復のための介入

博士（作業療法学）  札幌医科大学：2006年学位

学部・学科

寒地未来生活環境研究所所属研究所

主な研究

保健医療学部 看護学科 教授 林 裕子 （ハヤシ ユウコ）

人の行為は、脳に入力された情報が前頭前野で統合され、過去の
記憶などによって注意が向けられ、行動が決定され、その行動を身
体に指示され表現されます。そして、その行動が繰り返し行われる
と神経が学習し、神経機能であるシナプスの可塑性(synaptic 
plasticity)によって記憶されています。意識障害患者は、自律神経
機能が維持されながらも大脳機能が低下した状態と前提し、感覚

統合の理論に基づき多種類の複数の刺激（The plural different 
sense stimuli）を同時に入力すること（図1）で、前頭前野の脳活
動を観察しました。その観察は、前頭前野の脳活動の脳波としまし
た。今日、脳波測定用の電極技術が進歩し、シールドルームが不要
で人が活動している状態での脳波測定が可能です。脳波の特徴で
ある覚醒状態でα波の発現、神経が活発に活動するとβ波の発現
を観察しました。まず意識障害患者に感覚刺激を入力して前頭前
野にα波・β波が発現するかを確認しました。その結果、人は閉眼
して臥床・端座位状態を維持している時は、α波の発現はあるが、
β波の発現が少なく、意識要害患者においても同様の結果が確認
できました。次に対象者の前頭前野が活発に活動する感覚刺激の
特定と、行動を想起できる刺激の開発を行いました。その結果、身
体内部の環境を空腹状態に保ち、食行動を想起させる刺激に対し
て、最もβ波が発現することがわかりました。以上のことを踏まえ、
意識障害患者への看護介入として、複数異種感覚刺激の応用実用
に向けて臨床研究を続けています。

ACCESSこの研究者についての詳細はコチラ

主な著書・著作・論評

主な論文
主な外部資金
主な民間履歴

日本ヒューマン・ナーシング研究学会編集，林裕子ほか：意識障害・寝たきり［廃用症候群］患者への生活行動回復の
看護技術（NICD）教本－看護の力でここまでできる！看護の実践必須スタンダード－, メディカ出版，2015
林裕子：神経生理学を基盤とした意識障害患者への回復のための看護介入方法, 日本脳神経看護研究学会会誌, pp.117-124, 2010.3
2014-2016 科学研究費助成事業・基盤研究（C）・代表：廃用症候群のある高齢者に対する生活行動回復のための看護介入モデルの構築
医療法人札幌麻生脳神経外科病院　     
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工学部 電気電子工学科 教授・博士（工学）　小島 洋一郎 （コジマ ヨウイチロウ）

研究分野

センサ工学

食品工学

五感情報とAIによる
「おいしさ」の数値化技術の開発

解決できる課題

味･嗅･視･聴･触覚センサと機械学習による食品評価

IoTの融合による食品・農水産物のマルチセンシング

超小型で高性能なセンサ（IoT）の開発と数値データ解析（AI）の融合により、日本における食品工業・農水産業の飛躍的な
成長が見込まれます。食物の「おいしさ」を簡易かつ迅速に評価し数値化できれば、革命的な技術になるでしょう。

五感を代替するセンサとデータ解析による食品の数値化

博士（工学）  北海道工業大学：1995年学位

学部・学科

主な研究

工学部 電気電子工学科 教授 小島 洋一郎 （コジマ ヨウイチロウ）
寒地未来生活環境研究所所属研究所

「おいしさ」はヒトの五感情報を融合することで得られます。目で捉
えた「視覚」情報により食品を認識し、脳で過去の記憶と照合するこ
とから始まり、食した時の「味（味覚）」・「香り（嗅覚）」・「食感（触
覚）」・「咀嚼音（聴覚）」を総動員しています。この「おいしさ」を再現
するため、我々の研究室では、ヒト（生体）の五感を代替し拡張・超
越する感性センサや、それらと「ICT技術を融合したシステムの研究

開発」を推進しています。この研究開発は、IoT（Internet of 
Things）、クラウド、人工知能（AI）、ビッグデータやロボットにおい
て、データ取得のキーデバイスとして今後ますます重要になります。
特に、世界的な高齢化や食料需給の問題解決に向け、医療、健康、
食料、農業などに関連した分野でその需要は増加します。例えば、
食の安心・安全の確保や、ヒトが感じる食の「おいしさ」を評価し数
値化する感性センサシステムは、グローバル化する人々の共通な尺
度や指標となり、大きなインパクトを与えることになるでしょう。
本研究では、ヒトの五感による官能検査や物理化学分析データと
情報処理手法を巧みに融合することで、おいしさの指標づくりに
向けたセンサデータとそれらのフュージョンシステムの構築を念
頭に開発を進めています。使用するセンサには測定原理の異なる
多様なIoTセンサが必要で、得られるビッグデータの処理には多変
量数値解析やニューラルネットワーク・AIを活用します。最終的に
個々の嗜好を反映させることが出来れば、ヒトと機械の情報伝達
システムの開発に大きく貢献することが期待されます。

視覚

聴覚

嗅覚触覚

味覚

0000

ACCESSこの研究者についての詳細はコチラ

主な著書・著作・論評

主な外部資金

小島洋一郎ほか：ビジュアルアプローチ基礎物理 上 -力学・波動-，森北出版株式会社，2013.11／
小島洋一郎ほか：ビジュアルアプローチ基礎物理 下 -熱・電磁気・原子-，森北出版株式会社，2013.11
2015-2018 科学研究費助成事業・基盤研究（C）・代表：食品のおいしさ評価を目指した味覚・嗅覚計測システムの
創製と感性情報データとの融合／2016-2018 科学研究費助成事業・挑戦的萌芽研究・分担：味覚・嗅覚・視覚・
触覚センサの融合による「おいしさの総合評価認識システム」の構築

医療地域 積雪寒冷地高齢者 医工連携防災 医療地域 積雪寒冷地高齢者 医工連携防災
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近年、小型無人航空機（UAV）が急速に普及し、空撮画像が手軽に撮影することができます。この空撮画像を用いて、建築物
の屋根上積雪深を測定する研究を行っています。

UAVを用いた空撮画像による屋根上積雪深の測定精度

この研究者についての詳細はコチラ

研究分野

工学部 建築学科 教授・博士（工学）　千葉 隆弘 （チバ タカヒロ）

博士（工学）  千葉大学：2009年学位

学部・学科

UAVによる空撮画像を用いた屋根上積雪深の測定

建築構造

建築雪氷工学

主な論文

主な外部資金

主な民間履歴

千葉隆弘，高橋徹，中村一樹，苫米地司：建築物の設計用雪荷重からみた最近発生した大雪の極端さについて，
構造物の安全性および信頼性に関する国内シンポジウム（JCOSSAR2015論文集）, Vol.8，pp.560-564，2015.10
2014-2016 科学研究費助成事業・若手研究（B）・
代表：積雪地域の木造住宅における積雪期の大地震および豪雪による被害関数の構築
株式会社日江金属／株式会社雪研スノーイーターズ

主な研究

解決できる課題

吹雪風洞実験による各種雪対策の検討

滑雪実験による落雪対策の検討

近年、小型無人航空機（UAV）が急速に普及し、空撮画像を手軽
に撮影することができるようになりました。一方、複数のデジタ
ル画像を用いて被写体の3Dメッシュ（モデル）を生成するソフト
ウェアが安価で利用できるようになり、コンパクトデジタルカメ
ラで撮影した画像でも、画素が十分に小さいことから、高精度
の3Dメッシュを生成することができるようになりました。従っ

て、小型無人航空機（UAV）で撮影した画像を用いることで、比
較的規模の大きい建築物の3Dメッシュを生成することが可能と
なります。
本研究では、北海道科学大学体育館HIT ARENAを対象に、空
撮画像を用いた屋根上積雪深の測定を試みました。その結果、
空撮画像による屋根上積雪深の測定精度は、およそ80mmでし
た。このように、空撮画像を用いることで、高所で実測すること
なく、安全かつ詳細に屋根上積雪深を測定できる可能性を明ら
かにしました。

工学部 建築学科 教授 千葉 隆弘 （チバ タカヒロ）
寒地未来生活環境研究所所属研究所
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工学部 電気電子工学科 教授・博士（工学）　矢神 雅規 （ヤガミ マサキ）

研究分野

電力工学

再生可能エネルギー

再生可能エネルギー電源の導入拡大

解決できる課題

積雪寒冷地対応発電システム

再生可能エネルギー（風力、太陽光など）を利用する発電設備の系統連系量が増えることで生じる各種課題の抽出と対策に
ついて研究しています。また、積雪寒冷地でも効率よく発電できる発電システムの研究も行っています。

再生可能エネルギー電源の導入拡大に向けた研究

博士（工学）  北見工業大学：2003年学位

学部・学科

寒地未来生活環境研究所所属研究所

主な研究

工学部 電気電子工学科 教授 矢神 雅規 （ヤガミ マサキ）

冷房需要よりも暖房需要が多い北海道では、12～2月の厳冬期に
電力需要のピークがありますが、一般的な太陽光発電設備の発電
量はパネルへの積雪などによって減少してしまいます。このような
発電障害を回避し、冬季の旺盛な電力需要に対応できる太陽光
発電の実現を目指して、北海道と札幌市の補助により、企業およ
び本学都市環境学科の細川和彦准教授の研究室と共同で追尾
式両面太陽光発電システムを開発しました。太陽追尾と積雪回避
制御、両面太陽電池によって受光量を増やし、20%超の年間設備
利用率を達成しています。
再生可能エネルギー電源の必要性が高まっていますが、これらの

電源には発電電力が安定しないという課題があります。不安定な
発電は電力システムの電力品質や供給信頼度を低下させる可能
性があるため、系統連系量が増えることで生じる電力システムや
他の発電設備に与える影響を調べておくことが大切です。研究室
では、太陽光発電や可変速風力発電など再生可能エネルギー電
源の数値解析モデルを作成し、様々な運転状態を想定したシミュ
レーションを通して、再生可能エネルギー電源の課題抽出とその
対策について検討しています。

ACCESSこの研究者についての詳細はコチラ

主な論文

主な国際会議論文

主な外部資金

M. Yagami, et al.: Transient Stability Analysis of Power System with Photovoltaic Systems Installed, 
Journal of Energy and Power Engineering, Vol. 9, No. 10, pp.896-904, 2015.10
M. Yagami, et al.: Transient Stability Analysis of Synchronous Generator in Power System with Renewable 
Power Sources Installed, International Conference on Electrical Machines and Systems,  No. DS3G-4-15, 2016.11
2015-2017 科学研究費助成事業・基盤研究（B）・分担：大規模ウィンドファームを有する電力系統の総合的安定化

医療地域 積雪寒冷地高齢者 医工連携防災 医療地域 積雪寒冷地高齢者 医工連携防災
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高温環境で使用される機械部品は、環境との反応によって材料の表面が変化し消耗する「腐食」という現象が起こります。
腐食の進行を抑制し、超耐熱材料を保護するため、超高温対応コーティングシステムの開発に関する研究を行っています。

超高温対応コーティングシステムの開発に関する研究

この研究者についての詳細はコチラ

研究分野

工学部 機械工学科 准教授・博士（工学）　齋藤 繁 （サイトウ シゲル）

博士（工学）  北海道大学：2008年学位

学部・学科

真空熱処理を用いた超耐熱材料の創製 

材料工学

材料創製

主な論文

主な外部資金

主な民間履歴

齋藤繁，高島敏行，見山克己，成田敏夫：Cr拡散浸透処理によるNb基材上に形成したRe-Nb系χ相皮膜の層構造，
日本金属学会誌, 80巻6号，pp.350-354，2016.6
2017-2019 科学研究費助成事業・基盤研究（C）・代表：ニオブ基合金に適用する耐高温酸化性表面改質層の形成と状態図データベースの構築／
2015-2016 科学研究費助成事業・若手研究（B）・代表：ニオブ基合金に適用する超高温対応耐酸化コーティングの創製
株式会社オーネックス

寒地先端材料研究所所属研究所

主な研究

解決できる課題

畜舎内等の腐食環境が構造材料に与える影響

電子顕微鏡を活用した各種材料の組織観察・元素分析

ものづくりの構造材料として必要不可欠な金属材料は適材適所で
使用され、様々な環境に曝されます。一般的に、金属材料は環境中
の酸素との反応によって表面に保護的な酸化皮膜が形成され、腐
食の進行を抑制しています。しかし、発電用ガスタービンや航空機
用ジェットエンジンのタービン動翼のような高温環境で使用され
る超耐熱材料は、保護的な酸化皮膜だけでは困難です。そこで、超

耐熱材料に適用する「超高温対応コーティングシステム」が必須で
あり、耐酸化コーティングの長寿命化が求められます。その基礎と
なるのが合金状態図であり、走査型電子顕微鏡および電子プロー
ブマイクロアナライザを活用して超耐熱材料／コーティング間の
微細構造を評価するとともに、合金状態図をベースにコーティング
システムの最適設計を行っています。特に、合金状態図作成にはテ
トラアーク式引上装置や各種熱処理炉等の本学研究設備を活用
し、本研究室でしか作製することができない「超耐熱材料の創製」
を目指し、学生とともに日々挑戦しています。

工学部 機械工学科 准教授 齋藤 繁 （サイトウ シゲル）

19

工
学
部

工学部 機械工学科 教授・博士（工学）　堀内 寿晃 （ホリウチ トシアキ）
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研究分野

平衡状態図の精緻化と計算材料科学に基づく材料評価

材料設計工学

解決できる課題

高効率火力発電プラント用耐熱合金の設計

高強度マグネシウム合金の設計

新材料開発の際の地図とも言える平衡状態図研究を基軸に、2元系合金の基礎研究から火力発電所用材料開発に至るま
で、熱力学計算と実験の両面からアプローチしています。

平衡状態図の精緻化と計算材料科学に基づく材料評価

博士（工学）  北海道大学：2004年学位

学部・学科

寒地先端材料研究所所属研究所

主な研究

工学部 機械工学科 教授 堀内 寿晃 （ホリウチ トシアキ）

材料の機械的性質は材料組織が鍵を握ります。平衡状態図から
は材料組織の基本的情報を得ることができますが、実用合金の
平衡状態図にはまだまだ未解明の部分が多く残されており、その
精緻化が望まれています。近年日本で開発された、高強度アルミ

ニウム合金を凌ぐ強度を有す
る長周期規則構造（LPSO）型
マグネシウム合金の平衡状態
図を実験的に明らかにして、熱
力学データベース化することに
より、LPSO相の組成や生成過
程、相安定性を解明しています
（図1）。また、次世代火力発電用ガスタービン材料として、多数の
元素をほぼ同量ずつ高濃度で固溶させた新しい概念の合金を、
熱力学平衡の観点から開発しています（図2）。平衡状態図からは
材料劣化に対する基本的情報も得ることができますので、原子力
発電プラント材料の顕在化していない劣化事象に対して、計算材
料科学に基づき経年劣化事象の予測技術を開発しています。一
方、ドイツのマックスプランク鉄鋼研究所と共同でコバルト－ニオ
ブ2元系合金に関する基礎研究も推進しており、大学院生がドイ
ツに短期滞在して研究を行うこともあります。

図1 実験結果を基に計算されたMg-Zn-Y 3元系の400℃における平衡状態図

Y

ZnMg

図2 高濃度固溶体合金の設計概念

ACCESSこの研究者についての詳細はコチラ

主な論文

主な外部資金

主な民間履歴

T. Horiuchi and N. Satoh: Relationship between Duplex Grain Structure and Grain-boundary
Precipitates in Ni2M-stabilized Alloy, E-Journal of Advanced Maintenance, Vol.5, pp.165-174, 2013.11
2014- 戦略的創造研究推進事業「先端的低炭素化技術開発(ALCA)」・分担／
2015-2018 国家課題対応型研究開発推進事業「英知を結集した原子力科学技術・人材育成推進事業」・分担
株式会社日立製作所

医療地域 積雪寒冷地高齢者 医工連携防災 医療地域 積雪寒冷地高齢者 医工連携防災
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未来デザイン学部 人間社会学科 准教授・博士（工学）　坂井 俊文 （サカイ トシフミ）
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解決できる課題

研究分野

経営戦略

マーケティング戦略

地域企業の新規事業創出

地域企業の戦略的展開

地域企業が、市場環境の変化に伴う多様な問題を、関連企業や所属団体等を活用した、不連続的変革による有効性のある
新規市場や事業の創出である「戦略的イノベーション」によって、いかに克服する（した）のかに関して研究しています。

地域企業における戦略的イノベーション

博士（工学） 北海道科学大学：2016年、 修士（経営学） 北海道大学：2003年学位

学部・学科

北方地域社会研究所所属研究所

主な研究

未来デザイン学部 人間社会学科 准教授 坂井 俊文 （サカイ トシフミ）

企業が発展していくためには、有効性も効率化もともに必要です
が、長期的視点においては有効性の向上が重要です。地域社会の
形成者である地域企業並びに変革期にあるものづくり企業という
2つの視座から、地域企業が戦略的イノベーションによる「第2の創
業（ベンチャー化）」を果たすため、「価値協創」を意識した新市場や
新規事業創出に向けた有効性の向上について研究しています。

大学（学部）で土木工学を専攻し、1級施工管理技士（土木・建築・
建設機械・造園・管工事・電気工事）を持つ技術者として、25歳で
父が他界した後、事業承継、3回の合併（同時に廃業実務も）を経
験した経営者としての実務に加え、大学院で経営学を修めたこと
から、「経営が分かる技術者」「技術の分かる経営者」の必要性を
強く感じています。
IT系（教育系ソフト）ベンチャー企業を起業し、取締役副社長とし
て経営全般（事業計画書作成、ベンチャーキャピタル等からの資
金調達活動を含めた）も経験しています。

ACCESSこの研究者についての詳細はコチラ

主な著書・著作・論評

主な論文

主な民間履歴

日本経営学会［編］，坂井俊文：経営学論集第79集―日本企業のイノベーション―，
千倉書房，pp.258-259，2009.9
坂井俊文：地域建設企業の戦略的イノベーション，地域デザイン学会  地域デザイン学会誌  地域デザイン
―特集  地域企業のイノベーション―，空海舎，Vol.5，pp.71-89，2015.3
事業承継した建設会社において代表取締役社長として、通常の企業活動全般に加え、同業他社との合併を実施

工
学
部

工学部 建築学科 教授・博士（工学）　谷口 尚弘 （タニグチ ナオヒロ）

ACCESSこの研究者についての詳細はコチラ

主な著書・著作・論評

主な外部資金

小倉寛征,谷口尚弘,照井康穂,中舘誠治,野村理恵,馬場麻衣,真境名達哉,森傑,森下満:みんなで３０年後を考えよう
～北海道の生活と住まい～,中西出版,2014.12
2015-2017 科学研究費助成事業・基盤研究（Ｂ）・代表：全国炭鉱住宅街における変容過程のアーカイビングを通
した住宅街縮退メカニズムの解明／2014-2017 科学研究費助成事業・基盤研究（C）・分担：教師の住教育力解明
とその向上・支援方策確立のための実践的研究
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研究分野

人口減少時代の居住環境の再構築

建築計画

居住環境計画

解決できる課題

積雪寒冷地域の雪処理

地域活性化まちづくり

日本は急速な人口減少・少子高齢社会時代にあり、居住地のより良い環境を構築することが課題となっていますが、無計画
に放置するのではなく、徐々に人やまちが減っていくなかでの住環境をマネジメントする手法について研究しています。

縮小社会における居住環境の再構築手法に関する研究

博士（工学）  北海道工業大学：2000年学位

学部・学科

北方地域社会研究所所属研究所

主な研究

工学部 建築学科 教授 谷口 尚弘 （タニグチ ナオヒロ）

①過疎化が進む郊外を無計画に放置するのではなく、住環境を
計画的に縮小するプロセスデザインが、住民と公共に求められ
ています。既に急速な人口流出を経験した産炭地域を先行事例
とし、人口減少時の都市や住宅街の変容をトレースし、無計画下
での居住地の行末や断続的に実施された施策の検証をおこな
い、今後の社会変動を見据えた新たな住宅街の構築手法と事業
化に向けたデザインを構想します。
②積雪寒冷地域では除排雪に多大な労力を費やし、住宅地では
深刻な問題となっています。除雪ボランティアや地域コミュニ

ティ形成など、住宅地における除排雪能力の向上を目指す必要
もありますが、それ以前に各住戸の計画時点において除雪量を
軽減できる手法を検討します。
③将来住み手となり住宅・住環境の獲得や整備等の当事者とな
る子どもたちに、学校教育の場において、将来の豊かな住生活や
よりよい住まいづくり・まちづくりに必要な基本的な認識・知識・
技術等を身につけられるようにするために、中学校・高等学校に
おける住教育の主たる担い手である家庭科教師の住教育力の
向上を図ります。

医療地域 積雪寒冷地高齢者 医工連携防災 医療地域 積雪寒冷地高齢者 医工連携防災
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保健医療学部 理学療法学科 教授・博士（理学療法学）　宮坂 智哉 （ミヤサカ トモヤ）

研究分野

プライバシーに配慮した生活活動の見守り

リハビリテーション科学

生活支援工学

解決できる課題

自力避難困難者の火災からの避難方法

障がい者のコミュニケーション支援

熱画像センサ（サーモグラフィー）を用いて、プライバシーに配慮しながら身体の動きや日常生活の見守り、転倒転落を検出
して介護者や外部に通報するシステムの開発を進めています。高齢者、障がい者の安全、安心な日常生活を支援します。

熱画像センサを用いた日常生活活動の見守りシステム

博士（理学療法学）  札幌医科大学：2006年学位

学部・学科

北の高齢社会アクティブライフ研究所所属研究所

主な研究

保健医療学部 理学療法学科 教授 宮坂 智哉 （ミヤサカ トモヤ）

高齢者や障がい者は、日常生活の場面で転倒転落の危険性があ
ります。特に寝室、トイレ、浴室などは発見が遅れることが多く、
迅速な救急措置をしないと寝たきりや、場合によっては生命の危
機に至ります。
本研究では、顔や肌の露出がわかりにくく、一方ではヒトの動作
や姿勢がわかりやすいという特徴を持つ低価格の熱画像センサ
を用いて、プライバシーに配慮した日常生活の見守りや転倒転落
を検出し、外部に通報するシステムの開発を進めています。

システムは、トイレ動作や入浴動作における転倒判定（図1）や、
寝室のベッド周囲動作の転倒判定をリアルタイムで表示（図2）
し、離れた場所でモニターすることができます。これまで一般家
庭や病院の個室病室でフィールド評価を実施してきました。
高齢者の独居や高齢者夫婦の世帯をはじめ、医療機関や福祉施
設には対象者の安全確保や施設職員の負担軽減、行政機関には
緊急通報システムなど、北海道の地域特性にマッチしたシステム
として開発を進め、導入をアピールしていきます。

図1 図2

ACCESSこの研究者についての詳細はコチラ

主な著書・著作・論評

主な外部資金

主な民間履歴

Tomoya Miyasaka et al.: Advances in Therapeutic Engineering,
CRC PRESS, Taylor and Francis Group, pp.161-181, 2012.12
2014-2016 科学研究費助成事業・基盤研究（C）・代表：使用者・介護者に使いやすい電子透明文字盤の開発／
2016-2017 総務省消防庁・代表：車椅子用避難器具の研究開発
株式会社チノー／医療法人井上病院（現・特定医療法人平成会平成会病院）

工
学
部

工学部 建築学科 講師・博士（工学）　福田 菜々 （フクダ ナナ）

ACCESSこの研究者についての詳細はコチラ

主な受賞

主な論文

主な民間履歴

福田菜 ：々音サインのコンテンツの差異が視覚障がい者の直進歩行に与える影響
―積雪寒冷地における視覚障がい者の単独歩行に関する研究 その3―, 日本建築学会奨励賞, 2017.4
片山めぐみ, 隼田尚彦, 福田菜 ：々世代間交流拠点としての幼老複合施設の可能性と施設運営のあり方―社会福祉法人
健光園による昭和の路地裏作戦を事例として―日本建築学会計画系論文集, Vol.79, No.705, pp.2395-2403, 2014.11
スウェーデンハウス株式会社
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研究分野

視覚障がい者のための
歩行誘導システム

解決できる課題

高齢者の居場所つくり

地域で健康的に老いるための対策

視覚障がい者のための歩行誘導

地域福祉

札幌のような積雪寒冷地では、雪が降ると視覚障がい者のための点字ブロックが隠れてしまい、歩くべき位置がわからず、
視覚障がい者の歩行は危険にさらされます。音サインを用いた新たな歩行経路の提示方法を研究しています。

積雪寒冷地における視覚障がい者のための屋外歩行誘導

博士（工学）  東京工業大学：2014年学位

学部・学科

北の高齢社会アクティブライフ研究所所属研究所

主な研究

工学部 建築学科 講師 福田 菜々 （フクダ ナナ）

積雪寒冷地で生活する視覚障がい者の単独歩行を支援するた
めの屋外歩行誘導として、音サインを用いた歩行誘導の効果を
視覚障がい者を被験者とし、屋内外および積雪路面上で検証し
ました。その結果、視覚障がい者の直進歩行を誘導する上で、音
サインのコンテンツが影響することが明らかとなりました。
本研究では、通常の音響信号機に使われている断続音と、音サ

インのコンテンツとしてはあまり馴染みのない連続的な定常音
を実験で用いましたが、視覚障がい者は、これらの音サインのコ
ンテンツの差異を聞き分けていたことから、それぞれの特徴を
手がかりとして歩行しているといえます。
連続的な定常音をコンテンツとして利用した場合、無音区間が
ないという利点を生かし、常時スピーカーの位置を確認しやすい
ことと、音の大きさの変化のみならず、音色の変化をも視覚障が
い者は聞きとり、手がかりとして利用していることを明らかにし
ました。

※デシベルの数値はすべて、10m地点での大きさ実験現場の暗騒音（Leq=42dBA)

条件２および条件３：定常音の再生音量設定

各条件で流した音サインのコンテンツと呈示間隔

大 中 小
51dB 48dB 45dB

1.4 倍２倍

Leq より＋3dB

10m5m 5m10m

Tiltθ＝90°

サービスエリア サービスエリア サービスエリア
☆
1.5M

主軸

受音点

スタート ゴール

H
＝
３
m

ピヨピヨ
スピーカー１
スピーカー２
スピーカー３断続音のみ

条件１

条件２
連続的な定常音

断続音＋
連続的な定常音

条件３ 

（全て同時）

水のせせらぎ音　常時 on

０

スピーカー１
スピーカー２
スピーカー３
（全て同時）

０ 0.5 2.5 4.5 秒

2 4
OFF(1.5s)ON ON

０ 0.5 2.5

ピヨピヨ

水のせせらぎ音　常時 on

スピーカー１
スピーカー２
スピーカー３
（全て同時）

2 4 秒
OFF(1.5s)ON ON

ゴール スタート15ｍ

ピヨ中＋水中
パターン１

パターン２

パターン３

パターン４

ピヨ小＋水中

ピヨ中＋水小

ピヨ小＋水小

ｽﾋ゚-ｶ-ｻ-ﾋ゙ｽｴﾘｱ

0mm 

100 

200 

300 

400 

500 
パターン１

パターン２

パターン３

パターン４

平均偏軌量

条件 3: 断続音＋定常音
※ヒゲは95％信頼区間を示す。
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北海道科学大学は、科学を実践から学ぶ「実学系　　　総合大学」として、社会の発展に寄与します。

工学部

機械工学科

日常の快適や便利を生む、
ものづくりのスペシャリストを育成。

情報工学科

ITを学び、情報化社会を支える
プロフェッショナルを育成。

電気電子工学科

新エネルギー開発・最新電子機器
デザインに携わるエンジニアを育成。

建築学科

北国ならではの技術も持つ、
建築デザイナー＆エンジニアを育成。

都市環境学科

都市と自然の共存を考える、
環境デザイナー＆シビルエンジニアを育成。

保健医療学部 未来デザイン学部 高等教育支援センター
短期大学部&

看護学科

医工連携の強みを活かした
看護技術を創造・提供できる人材へ。

理学療法学科

リハビリテーションの新スタンダードを
生み出せる理学療法士へ。

義肢装具学科

医学、工学、福祉学などを学び、
利用者の暮らしを支える義肢装具士へ。

臨床工学科

医学と工学の広範な科目を学び、
最先端機器を扱う臨床工学技士へ。

診療放射線学科

医学と理工学の知識を身につけ、
地域医療に貢献する診療放射線技師を育成。

メディアデザイン学科

デザインセンスとコミュニケーション能力のある
クリエイターを育成。

人間社会学科

実社会で生きる「社会科学」の知識とスキルを
身につけ、新しい価値創造に挑む人材を育成。

自動車工学科

自動車産業の
スペシャリストを育成。

高等教育支援部門

学士課程教育支援部門

自
ら
の
キ
ャ
リ
ア
を
理
解
し
、自
ら
の
選
択
に
責
任
感
を
持
て
る
人
材
、

夢
や
目
標
を
自
ら
見
い
だ
し
、学
び
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
人
材
、

そ
し
て
地
域
社
会
の
未
来
に
貢
献
で
き
る
人
材
を
育
て
ま
す
。

理
念
の
チ
ー
ム
医
療
か
ら
リ
ア
ル
な
チ
ー
ム
医
療
へ
。

チ
ー
ム
医
療
を
通
し
て
、患
者
さ
ん
の
生
活
の
質
の
向
上
と
い
う
理
想
を

現
場
で
実
践
し
、地
域
医
療
を
前
進
さ
せ
る
人
材
を
育
て
ま
す
。

専
門
能
力
だ
け
で
は
な
く
、学
生
の
一
生
を
支
え
る
思
考
の
習
慣
、

「
未
来
デ
ザ
イ
ン
・
サ
イ
ク
ル
」を
提
供
し
ま
す
。

自
動
車
と
い
う
日
本
最
大
の
産
業
で
、

現
場
の
戦
力
と
な
る
た
め
の
３
つ
の
力
を
育
て
ま
す
。

学部・学科
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工学部 機械工学科 准教授・博士（工学）　平元 理峰 （ヒラモト リホウ）

研究分野

流体（空気や水）の流れの計測、可視化

流体工学

解決できる課題

流れ制御手法の開発

流れと着氷の関連性

ACCESS

穴から吹き出す流れ（噴流）の中に連続的に生じる渦輪の、変形・合体・分裂などの挙動が流れの拡散特性を決定づけてい
るため、速度・圧力の計測により渦輪挙動を抽出し、流れの拡散メカニズムを明らかにする研究を行っています。

噴流中の速度・圧力同時計測による三次元渦構造の抽出

この研究者についての詳細はコチラ

博士（工学）  北海道工業大学：1999年学位

学部・学科

主な論文

主な国際会議論文

主な外部資金

平元理峰, 豊田国昭：長方形噴流中の三次元渦構造に関する研究, 日本機械学会論文集, Vol.62, No.598, pp.2202-2207, 1996.6／
平元理峰, 豊田国昭：励起された長方形噴流の拡散促進機構に関する研究, 日本機械学会論文集, Vol.63, No.605, pp.101-105, 1997.1
Hiramoto Riho, Toyoda Kuniaki and Shirahama Yoshikuni : Experimental Study on Vortex Interaction and Diffusion
in Parallel Circular Jets, The 6th International Conference on Vortex Flows and Vortex Models, pp.1-4, 2014.11
2009-2010 株式会社IHI・代表：航空用エンジンにおけるファンへ着氷低減技術の研究

主な研究

穴から吹き出す流れである「噴流」の例としては、空調の吹出し口
からの冷暖房の流れが挙げられます。空調の流れでは、吹き出さ
れた流れが部屋の隅々まで拡散し、室温を一様にすることが望ま
れます。このような噴流の拡散特性は、穴から吹き出されて間もな
く生成する渦輪の挙動によって特徴づけられるため、渦輪挙動と
拡散の関連性を明らかにすることができれば、噴流拡散の促進あ
るいは抑制といった流れ制御に役立てることができます。図１は、
長方形の吹出し口から噴出する流れの平均速度分布（上半分の領
域）を表しており、縦長に配置された長方形噴出口からの流れが、

下流に行くに従い
横方向に著しく拡
がっていく様子（ス
ウィッチング）を示
しています。このよ
うな特徴的な速度
分布をもたらすメ
カニズムを探るた
めに、噴流中の速
度・圧力の計測を
行うことによって、三次元渦輪挙動を明らかにしたものが図２の模
式図です。この流れでは、渦輪はペアとなって干渉するのが特徴的
であり、渦輪が作り出す誘起速度によって連続的に変形し、さらに
渦輪の合体や分裂を経て、縦長の長方形渦輪が横方向に拡がって
いきます。長方形噴流の特徴的な速度分布は、噴流中の種々の渦
輪挙動を経てもたらされたことを明らかにすることができました。

工学部 機械工学科 准教授 平元 理峰 （ヒラモト リホウ）

図1　長方形噴流の速度分布

図2　長方形噴流中の渦輪挙動

誘起速度による変形

渦のつなぎ替え分裂
スウィッチング

合体

ペアリング
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ACCESS

近年、人体の骨格や動作を簡単に計測・追跡できる機器が次々に登場しています。これらの機器を応用し、リハビリテーショ
ンや体育授業での運動学習など、様々な場面における支援システムの研究開発をしています。

簡便な動作解析システムの開発と応用に関する研究

この研究者についての詳細はコチラ

研究分野

工学部 情報工学科 准教授・博士（工学）　稲垣 潤 （イナガキ ジュン）

博士（工学）  北海道大学：2001年学位

学部・学科

リハビリテーションの定量的評価支援

情報処理工学

福祉情報工学

主な論文

主な国際会議論文

主な外部資金

Jun Inagaki and Miki Haseyama: A Genetic Algorithm for Routing with an Upper Bound Constraint, 
IEICE Transactions on Information & Systems, Vol.E88-D，No.3, pp.679-681, 2005.3
Jun Inagaki, Tomoaki Shirakawa, Tetsuo Shimono and Miki Haseyama: A Genetic Algorithm for Generating 
Multiple Paths on Mesh Maps, IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC) 2010, pp.202-205, 2010.7
2016-2018 科学研究費助成事業・基盤研究（C）・代表：運動過程の客観的評価に基づく運動学習支援システムの開発

主な研究

解決できる課題

体育授業における児童生徒の運動学習支援

骨格追跡による障害者・高齢者等の異常動作検知

障害者リハビリテーションでは、多くの場合、医療関係者が対象
者の状況を評価し、その方略を立てることになります。本来、歩行
はエネルギーコストの低い動作ですが、障害者では、このエネル
ギーコストが増加することになるため、歩行動作の“良し悪し”を判
断するにはエネルギーコストを評価基準とすることが有用です。
しかし、エネルギーコストを測定するためには大型かつ高価な三
次元動作解析機器を利用する必要があるため、医療機関への導

入に際しては大きな障壁となっており、多くの場合は医療関係者
の主観によってリハビリテーションの効果判定が行われているの
が現状です。一方、簡便なモーションキャプチャーデバイスが近年
開発されています。本研究は、これらを用いて安価でコンパクトな
リハビリテーション支援システムを構築することで、これまで主観
的評価に終始していたリハビリテーションの評価を客観的なもの
にすることが目標です。この他、運動が苦手な生徒に自身の動き
の客観的な把握を促すことにより、体育授業における運動学習を
支援するシステムの開発にも取り組んでいます。

工学部 情報工学科 准教授 稲垣 潤 （イナガキ ジュン）
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工学部 都市環境学科 教授・博士（工学）　今野 克幸 （コンノ カツユキ）

28

研究分野

水性環境におけるコンクリートの劣化に関する研究

コンクリート工学

コンクリート構造学

解決できる課題

凍結防止剤によるコンクリートの劣化に関する研究

コンクリートの再利用に関する研究

コンクリートは水とセメントの水和反応によって硬化しますが、水和生成物は水性環境下で長い時間をかけて溶け出します。
つまり、カルシウム溶脱を生じます。カルシウム溶脱がコンクリートの強度等に及ぼす影響について研究しています。

カルシウム溶脱がコンクリートの力学特性に与える影響

博士（工学）  北海道大学：1996年学位

学部・学科

主な研究

工学部 都市環境学科 教授 今野 克幸 （コンノ カツユキ）

世界中の寒冷地域では、道路交通の安全のために、冬期に多量の
凍結防止剤が道路に散布されています。日本では、1980年代後半
に地方自治体でスパイクタイヤを規制する条例が制定され、1991
年には国により「スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法
律」が制定されました。これにより、凍結防止剤の散布量は劇的に
増加しました。
凍結防止剤の種類として、現状では塩化ナトリウムが最も多く使用

されており、次に塩化カルシウム、その他、塩化マグネシウムや有機
物系の凍結防止剤が使用されることもあります。塩化物は凍結防止
剤として使用された当初から鉄筋の腐食が懸念されていました。
また凍結防止剤はカルシウム溶脱、すなわちコンクリートからカル
シウムが溶け出すことを助長します。一般の地下水ではカルシウム
溶脱の速度は遅いため、放射性廃棄物の処分施設を対象とした超
長期の耐久性に関する研究が多い現状にあります。しかしながら、
凍結防止剤が溶けた融雪水のような電解質溶液の中ではカルシウ
ム溶脱が促進されるので、このような融雪水に曝されるコンクリー
ト構造物では、比較的短い期間で劣化が進む可能性があります。
構造物の部位によっては凍結防止剤を含んだ融雪水が集中或いは
滞留し、コンクリートの劣化を加速させる可能性があります。
カルシウム溶脱がコンクリートの強度等の力学的特性に及ぼす影
響については、未だ不明なことが多くあります。そのため、カルシウ
ム溶脱を生じたコンクリートの性状を化学的な視点と力学的な視
点から調べることを行っています。

ACCESSこの研究者についての詳細はコチラ

主な論文

主な外部資金

今野克幸，Matthias SCHWOTZER，Jonas KALTENCACH，Andreas GERDES：凍結防止剤による硬化セメント
ペーストのカルシウム溶脱の促進作用，セメント・コンクリート論文集，Vol.69，No.1，pp.440-447，2016.3
2016-2018 科学研究費助成事業・基盤研究（C）・
代表：コンクリートにおけるカルシウム溶脱の促進と力学特性への影響の評価

保健医療学部 看護学科 教授・博士（看護学）　山本 八千代 （ヤマモト ヤチヨ）

研究分野

母子看護学

解決できる課題

子ども虐待防止のための医療従事者教育

リプロダクティブ・ヘルス

思春期の健全育成

子ども虐待やドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）の問題は家庭内に隠れ表面化しにくいと言われています。問題を早期に発見
し被害者を適切に支援するために、医療機関においてどのように対応されているのか、その実態と課題を明らかにしています。

医療機関における子ども虐待・ＤＶ対応の実態

博士（看護学）  長野県看護大学：2009年学位

学部・学科

主な研究

保健医療学部 看護学科 教授 山本 八千代 （ヤマモト ヤチヨ）

平成27年の日本の児童虐待対応件数は10000件を越え過去最
多となり、その要因は、育てにくいお子様であったり、親の経済的
要因であったり、望まない予定外の妊娠であったりすることがわ
かっています。しかし、親の育児不安、育児負担感、養育上のスト
レスが高まっていることなども大きな要因であることもわかって

います。本学がある札幌市手稲区近郊の積雪寒冷時期の生活状
況は厳しく、子育て親子の育児支援ニーズは特に高いと考えまし
た。この時期お子様達は、風邪や気管支炎などの呼吸器感染症が
増加します。また、屋内に閉じこもりがちになり、外遊びができず
他児との交流が減るため、夜泣きや不機嫌などが生じていると思
います。屋内中心の親子生活は、親の孤立感を深め、親自身も運
動不足からストレスを感じる人も多くなると思います。
札幌市手稲区近郊の寒い積雪の多い時期は多くの親支援が必要
なことが分かり、この地域の自然環境、住環境を踏まえた育児支
援が必要と考えるようになりました。積雪寒冷時期の育児負担
感、育児困難感やストレス等の実態を明らかにすることと平行し
て、北海道科学大学の教員で育児支援を実施しています。学内で
託児付きの母親向けの講演・講習会を開催し、親子で楽しい時間
を過ごせるプログラムを実施しています。写真はお母さん向けの
料理教室を実施したときのものです、お子様は別室で託児スタッ
フが保育をしています。

ACCESSこの研究者についての詳細はコチラ

主な著書・著作・論評
主な論文

主な外部資金

山本八千代：ドメスティック・バイオレンス被害を受ける女性の保健医療ケアマニュアル, 真興交易出版医書出版部, pp.1-124, 2004.11
山本八千代：ドメスティック・バイオレンス被害者の医療機関における状況の調査
－被害者の来院目的， 健康問題， 医療従事者のＤＶ認知状況－, 母性衛生, 48, pp.551-558, 2008.1
2012-2014 科学研究費助成事業・基盤研究（C）・
代表：DV・児童虐待、性暴力被害者に対する司法看護技術向上のための看護者教育モデル構築
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保健医療学部 看護学科 准教授・修士（看護学）　市川 正人 （イチカワ マサト）

研究分野

乳幼児突然死症候群（SIDS）の予防

小児看護学

解決できる課題

市民への効果的なSIDSに関する知識の普及

子どもを亡くされた家族への支援

北海道における乳幼児突然死症候群（SIDS）の死亡率は、全国平均よりも高い値で推移しています。その要因の一つとし
て、養育者の知識不足が示唆されています。そのため、SIDSの知識を広く効果的に普及させる研究を行っています。

知識普及による乳幼児突然死症候群の抑制に関する研究

修士（看護学）  北海道医療大学：2008年学位

学部・学科

主な研究

保健医療学部 看護学科 准教授 市川 正人 （イチカワ マサト）

乳幼児突然死症候群（SIDS）とは、赤ちゃんが眠っている間に突
然亡くなってしまう恐ろしい病気です。原因不明の疾患ですが、疫
学的には「うつぶせ寝」、「両親の喫煙」、「非母乳哺育」などが発症
のリスクを高めると言われています。北海道のSIDS死亡率は全国
平均を上回っています。その要因は定かではありませんが、世界
的にはSIDSに対する知識普及キャンペーンにより死亡率が大き
く減少しているため、北海道では知識が十分に普及していないこ
とが考えられます。実際、私が道内で生後1か月児をもつ母親

1,710名を対象
にSIDSに関する
知識を調査した
ところ、リスク因
子として「うつぶ
せ寝」と「喫煙」
を挙げた母親は
約60％、「非母乳
哺育」は14％の回答率であり、知識が十分に普及していないこと
が示唆されました。このような現状を踏まえ、本学では育児中の
方に限らず、これから子どもを産み育てる若者世代から祖父母世
代まで、あらゆる年代を対象とした街頭キャンペーンを展開してい
ます。また、お子様を亡くされたご家族で構成される「SIDS家族
の会」とも連携し、「SIDSオープンフォーラム」なども開催していま
す。これからも幅広く、SIDSに関する知識を普及できるよう取り
組んでいきたいと考えてます。

ACCESSこの研究者についての詳細はコチラ

主な論文

主な外部資金

主な民間履歴

細野恵子, 市川正人, 上野美代子：小児科外来で採血・点滴を座位で受ける乳幼児に付き添う家族の認識,
日本小児看護学会, Vol.18, No.3, pp.52-56, 2009.11
2014-2017 科学研究費助成事業・若手研究（Ｂ）・代表：保護者及び医療・福祉従事者への知識普及による乳幼児突然死症候群の
抑制に関する研究／2015-2018 科学研究費助成事業・基盤研究（C）・分担：早産児を育てる父親の育児支援プログラムの開発
東京女子医科大学病院母子総合医療センター／砂川市立病院／名寄市立大学保健福祉学部
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保健医療学部 看護学科 講師・博士（看護学）　髙山 望 （タカヤマ ノゾミ）

研究分野

高次脳機能障害者を支える家族の介護負担と影響要因

臨床看護学

リハビリテーション看護学

解決できる課題

高次脳機能障害者と家族の生活支援プログラム開発

障害者の慢性疾患管理と地域連携モデルの構築

高次脳機能障害者と家族を対象とした看護研究を進めています。多職種が包括的アプローチをすることで、当事者の認知機能
や手段的日常生活動作（IADL）の改善、家族の介護負担や生活の質（QOL）の改善を目指すプログラムを開発しています。 

在宅高次脳機能障害者と家族の生活支援プログラム開発

博士（看護学）  聖隷クリストファー大学：2016年学位

学部・学科

主な研究

保健医療学部 看護学科 講師 髙山 望 （タカヤマ ノゾミ）

急性期治療を終え、地域で暮らす高次脳機能障害者と家族は、
高次脳機能障害の主症状（記憶障害、注意障害、遂行機能障害、

社会的行動障害）によって、家庭内・外での人間関係の形成や一
般企業への就労が困難な状況にあります。
そこで、神経心理学的知識を活用し、当事者に障害における“自
己の気づき”を促すことによって、記憶障害や注意障害の代償手
段を獲得することで、当事者の認知機能の改善やIADLの拡大、
ひいては家族の介護負担やQOLの改善が期待されます。
プログラムの評価として、個人面談は、生活の視点を重視して取
り組むべき主題を特定することができました。当事者と家族によ
る目標の共有化は、当事者の努力や達成度につなげることがで
きると考えます。集団セッションは、他の参加者の意見を聞くこ
とで満足度が高まりました。教育プログラムは、知的気づきを促
進しました。今後の課題は、プ
ログラムの成果を維持するよ
うなフォローアップや集団に馴
染めない当事者に対する個別
対応の開発をすることです。

ACCESSこの研究者についての詳細はコチラ

主な論文

主な外部資金

主な民間履歴

髙山望, 元角有沙, 林裕子：高次脳機能障害者を支える主介護者の介護負担とその関連因子,
日本脳神経看護研究学会誌, Vol.37, No.2, pp.121-129, 2015.3
2014-2016 科学研究費助成事業・基盤研究（C）・
代表：在宅高次脳機能障害者と家族に対する生活支援プログラムの開発と検証
聖隷三方原病院／禎心会病院　（社団法人日本看護協会認定 慢性疾患看護専門看護師）
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保健医療学部 理学療法学科 教授・博士（医学）　河口 明人 （カワグチ アキト）

超高齢地域社会における戦略的包括ケアシステムの確立

解決できる課題

健康の社会的規定要因に関する研究

研究分野

社会健康科学

地域包括ケアシステム

メタボリック・シンドロームと生活習慣病予防

ACCESS

医療機関や専門職人材が限られた地域社会における高齢者の包括ケア（医療、介護、福祉、生活支援）は、少ない医療資源
で最も効果的な「戦略的システム」である必要があります。この実現のための研究により社会貢献を果たします。

超高齢地域社会における戦略的包括ケアシステムの確立

この研究者についての詳細はコチラ

博士（医学）  滋賀医科大学：2001年学位

学部・学科

主な著書・著作・論評

主な外部資金

主な民間履歴

河口明人ほか：生活習慣病と健康政策, シリーズ生命倫理学「医療制度・医療政策・医療経済」,
丸善, Vol.17, pp.85-102, 2012.3
2006-2009 科学研究費助成事業・基盤研究（A）・
代表：生活習慣是正によるメタボリックシンドロームの改善効果に関する無作為化介入研究
東京都立豊島病院／国立循環器病センター（現・国立循環器研究センター）病院および同研究所

主な研究

地域の戦略的包括ケアシステムの確立のためには、①高齢者の
実態把握、②ニーズに見合う政策の展開、が求められます。このた
め、高齢者を対象とした新たな「介護予防健診」を開発し、虻田郡
喜茂別町にて実施しています。この健診は、①医療・介護のため
の「医科・歯科・生理学健診」、②介護・リハビリテーションのため

の「日常生活活動評価」、③認
知症対策のための「認知状況
実態調査」、および④生活支援
のための「社会参加・生活行為
調査」、の四側面を包括的に評
価し、最も適切な政策の企画・
提案によって自治体を支援し、
社会貢献を果たそうとするも
のです。同時に、未曾有の超高
齢社会に対峙するため、この健
診に学生の参加を促し、医療

技術の洗練とともに地域社会の実態と医療ニーズを体験的に学
ぶ機会を提供し、「社会が何を求め、何を期待しているか？」を理
解し、かつ「医療従事者はどう応えるべきか？」を考え、実行する
ことのできる「医療プロフェッショナル」の養成を目指した社会医
療教育を実践しています。

保健医療学部 理学療法学科 教授 河口 明人 （カワグチ アキト）
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2020年の東京五輪、そして招致を目指している札幌冬季五輪に向け、スポーツ選手の傷害予防や競技力向上への取り組み
が注目を集めています。私はスポーツバイオメカニクスの研究をとおして、これらの問題解決へ取り組んでいます。

スポーツバイオメカニクスに関する研究

この研究者についての詳細はコチラ

研究分野

保健医療学部 理学療法学科 助教・修士（保健科学）　井野 拓実 （イノ タクミ）

修士（保健科学）  北海道大学：2017年学位

学部・学科

ヒトの動きの問題

バイオメカニクス

三次元動作解析

主な著書・著作・論評
主な論文

主な外部資金
主な民間履歴

井野拓実ほか：エキスパート理学療法1 バイオメカニクスと動作分析, HUMAN PRESS, 2016.10
Takumi Ino et al.: Side-to-side differences of three-dimensional knee kinematics during walking
by normal subjects, The Journal of Physical Therapy Science, Vol.27, pp.1803-1807, 2015.6
2014-2015 科学研究費助成事業・研究活動スタート支援・代表：変形性膝関節症患者の膝関節に生じる力学的ストレス評価システムの開発と臨床応用
函館中央病院／悠康会函館整形外科クリニック     

主な研究

解決できる課題

スポーツ傷害の予防、競技力向上

運動器疾患

私の専門はバイオメカニクスであり、主に三次元動作解析装置
による動作分析を研究しています。三次元動作解析とはいわゆ
るモーションキャプチャーのことです。全身にマーカ（目印）を貼
り付け特殊なカメラシステムで解析することで、全身の動き、体
重心の位置、関節で発生している力などを詳しく解析すること
ができます。すなわち、スポーツ選手などの身体機能面の弱点や

身体の使い方のクセなどが良くわかります。
その一例を図に示します。グラフの実線は股関節の力、破線が
膝関節の力になります。強く脚を伸ばす（床を蹴る）とグラフが
＋に表示されます。これらはジャンプする瞬間を捉えています。
左がフリースタイルスキー選手のジャンプの技が上手な選手、右
が不得意な選手のデータになります。ジャンプの上手な選手は
股関節の力が強く鋭く発揮されているのに対し、不得意な選手
は股関節の力が弱く発揮されている特徴が一目瞭然でわかりま
す。このような解析結果をもとにトレーニングメニューなどを改
善していく取り組みをしています。

保健医療学部 理学療法学科 助教 井野 拓実 （イノ タクミ）
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変形性膝関節症の内側型に対するインソールの開発を行っています。またスポーツ障害に対する障害予防や老人の転倒予
防のためのインソールおよび器具の開発を行っています。

変形性膝関節症に対する新たなインソールの開発

この研究者についての詳細はコチラ

修士（学術）  名城大学：2010年学位

学部・学科

変形性膝関節症の後足部アライメント

研究分野

整形外科
リハビリテーション

足底挿板療法

主な著書・著作・論評
主な論文

主な外部資金
主な民間履歴

清水新悟:身体機能評価の必要性, POアカデミージャーナル, Vol.24, No.1, pp.17-25, 2016.2
清水新悟，昆恵介，花村浩克，佐橋政次, 加藤幸久:
変形性膝関節症内側型の後足部回内外と歩行時痛との関係, 靴の医学, Vol.29, No.2, pp89-93, 2016.3
2016 アルケア株式会社・分担：皮膚刺激による足関節運動性支援装具の研究開発
医療法人喜浜会原病院（現・千種病院）／医療法人三仁会春日井整形外科／医療法人三仁会あさひ病院

主な研究

解決できる課題

歩行時の後足部回内外の動きについて

インソールによる後足部誘導パーツの設計

変形性膝関節症の内側型を対象にインソールの開発を行ってい
ます。現在、変形性膝関節症に対するインソールとして、外側楔型
インソールが処方される場合が多数ありますが、本当に外側楔型
インソールが適切であるか確認する必要があります。理由として、
人間が正常歩行をする時の後足部は、回外と回内を繰り返して行

われているため、外側楔型インソールで、歩行時の後足部を回内
方向へ矯正して良いのか不明な点があるからです。私は、歩行時
に正常な後足部の動きが出来ていないことが、変形性膝関節症の
原因のひとつだと仮定し、10年以上にわたり後足部の研究を行っ
てきました。これまで行ってきた研究結果から、変形性膝関節症
には後足部が回内しているタイプと、回外しているタイプの2タイ
プがあることが分かり、後足部回内タイプには外側楔型インソー
ルは非適応という結果が得られています。今後は変形性膝関節
症患者の後足部の動きをさらに解明し、後足部を最も良い状態に
矯正するインソールの開発を行っていきます。

保健医療学部 義肢装具学科 准教授 清水 新悟 （シミズ シンゴ）

保健医療学部 義肢装具学科 准教授・修士（学術）　清水 新悟 （シミズ シンゴ）

後足部回外タイプに対する
後足部回内誘導

後足部回内タイプに対する
後足部回外誘導

回外誘導

回内誘導

図1　後足部の評価方法

図2　タイプ別インソール 図3　未来のインテリジェントインソール
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脳卒中を発症すると多くのケースで片麻痺を生じ歩行能力が低下します。装具は歩行支援するものでありますが、世界中を
探しても、必要な機能を全て満たした装具が存在しません。本研究では片麻痺者に必要な装具の開発を行っています。

脳卒中片麻痺者のためのカーボン製高機能装具の開発

この研究者についての詳細はコチラ

研究分野

保健医療学部 義肢装具学科 准教授・博士（保健医療学）　昆 恵介 （コン ケイスケ）

博士（保健医療学）  国際医療福祉大学：2013年学位

学部・学科

下肢障害に対する適切な装具設計

バイオメカニクス

装具学

主な著書・著作・論評

主な外部資金

主な民間履歴

福井勉ほか：変形性膝関節症におけるlateral thrustのバイオメカニクスと動作分析,
エキスパート理学療法1 バイオメカニスクスと動作分析, ヒューマン・プレス, pp.54-60, 2016.10
2015-2017 科学研究費助成事業・若手研究（B）・
代表：脳卒中患者を対象とした歩行中の動的筋力測定評価法の開発
有限会社藤塚製作所／早稲田医療技術専門学校義肢装具学科

主な研究

解決できる課題

Kinectセンサによる客観的評価システムの確立

脳卒中片麻痺者に対する短下肢装具の評価

脳卒中を発症すると多くのケースで右手と右脚など、身体の片方
に麻痺を生じ、片麻痺と呼ばれます。片麻痺になると日常生活に
おける歩行能力が大幅に低下していきます。特に足くびを下に
キックするふくらはぎ（腓腹筋）の筋肉が麻痺します。イメージす
ると足をつった腓返り（こむらがえり）のように過剰に筋収縮が生
じ、相対的に、足先を上に持ち上げる筋力が弱くなることによっ
て、歩くときはつま先から接地することになります。このような状
態はバイオメカニクス的観点からは非常に効率が悪く、エネル
ギー消費量も高まります。

片麻痺の形態は障害の度合いによって異なり、千人いれば千通り
の歩き方をします。そのため対象者に合わせた個々の調整が必要
となっていますが、特に正常歩行に近づけようと調整を試みよう
とすると、装具の機構的な問題や材料特性などで限界が生じる
など、脳卒中片麻痺者に対しての完全なる支援は、現在世界中を
探しても、必要な機能を全て満たした装具が存在しません。その
ため、片麻痺によって生じた不足した機能を全て補うことができ
ていないのが現状です。
本研究では片麻痺者に必要な装具の開発と評価を行っています。
特にカーボンファイバー素材を使った弾性を利用した蹴りだしの
補助や、機構的に角度調整や高さ調整が可能とする機構を有し
た「軽量かつ高機能なカーボン製の装具」を現在開発中です。
脳卒中患者は国内で118万人存在し、装具の市場規模は30億円
を超えるといわれます。今後、高齢者が増えていく世の中で、ます
ます脳卒中患者が増えていくでしょう。本研究に興味のある方は
一緒に共同開発研究をしましょう。

保健医療学部 義肢装具学科 准教授 昆 恵介 （コン ケイスケ）

35

医療地域 積雪寒冷地高齢者 医工連携防災 医療地域 積雪寒冷地高齢者 医工連携防災



保
健
医
療
学
部

ACCESS

感情や情動を含めた概念を感性として扱い、感性喚起刺激に対する人間の中枢・自律神経応答を基に、個体差の問題を解
決して感性を定量的に推定するモデル構築の基礎的研究を行っています。

生理情報を用いた定量的感性推定モデルの研究

この研究者についての詳細はコチラ

研究分野

工学博士  北海道大学：1988年学位

学部・学科

生理信号から感情状態を客観的に推定する

感性・生理工学

計測・信号解析技術

主な著書・著作・論評
主な論文

主な外部資金

山下政司ほか：生体物理刺激と生体反応, フジ・テクノシステム, 2004.1
Masaji Yamashita：Experimental Verification of Psychophysiological Index of Excitement, International
Journal of Affective Engineering, Vol.14, pp.65-71, 2015.1／山下 政司ほか：透析低血圧への一時的対処法に
関する基礎的検討, 生体医工学, Vol.55, No.2, pp.84-90, 2017.4
2014-2016 科学研究費助成事業・基盤研究（C）・代表：生理情報を用いた定量的感性推定モデルの基礎研究

主な研究

解決できる課題

物理的・心理的刺激の生体作用評価

生体信号計測・解析技術

人体内部情報の計測技術と生理信号解析技術を用いて、感性（感
情・情動）が喚起された時の生理情報により、感性を客観的に評価
あるいは推測するシステムの構築を目指しています。生理応答として
は、自律神経・血液循環系パラメータ（連続血圧、一回拍出量、心電
図、血流速度、PetCO2等）あるいは大脳活動を反映する脳波等を解
析して評価します。緊張すると心拍数が上昇するとの誤解がありま
すが、純粋な緊張状態で心拍数は低下します。また、興奮時にも心
拍数が上昇すると考えられていますが、必ずしもそうではありませ
ん。研究では、呼吸と呼吸に伴って変動する心拍変動の時間差を考

慮した最適相関状態を解析したρminが興奮状態の変化を良く表す
ことを見出し、ゲームを使って検証しました（図1）。この様に、これま
で主観的な感情とその生理応答の関係を調査し、客観的な精神的
興奮指標と精神的緊張指標を明らかにするとともに、幾つかの感情
状態を調査してきました（図2）。さらに、感情には随伴感情を伴う場
合や個人差等がありますが、それらを個別あるいは総合的に解析対
処することで正確な感情推定モデル構築に繋がります。現在は様々
な統計解析手法を取り入れた知見を積み上げることで、感情表現の
分散化をもたらす多層化3次元感性モデル構築を行っています。

保健医療学部 臨床工学科 教授 山下 政司 （ヤマシタ マサジ）

保健医療学部 臨床工学科 教授・工学博士　山下 政司 （ヤマシタ マサジ）

図1 図2
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酵素反応等の生体親和性と、光学的および電気化学的検出を用いた尿等を試料とした非侵襲型バイオセンサや、脈波、心電
信号等のバイタルサインを携帯型モニタで情報収集し、早期発見に結び付く予防医学システムの構築を目指しています。 

非侵襲型バイオセンサ・バイタルサインモニタの開発     

この研究者についての詳細はコチラ

研究分野

保健医療学部 臨床工学科 准教授・博士（工学）　横山 徹 （ヨコヤマ トオル）

博士（工学）  北海道科学大学：2015年学位

学部・学科

非侵襲型バイオセンサを用いた早期発見検査システム

生体医工学

教育工学

主な特許

主な外部資金

主な民間履歴

横山徹, 篠塚直樹, 中村健治：口腔内分泌液の採取兼回収器具, 日本国特許庁, 特許第4675027号, 2011.2／
横山徹, 篠塚直樹：唾液の採取および回収器具, 日本国特許庁, 特許第4131966号, 2008.6
2013 科学研究費助成事業・奨励研究・
代表：腎機能評価のための尿素センサの試作―基礎医学用実習教材の開発―
株式会社札幌イムノ・ダイアグノスティック・ラボラトリー／学校法人西野学園札幌医療科学専門学校

主な研究

解決できる課題

携帯型バイタルサインモニタを用いた予防医学システム

医工連携ものづくり教育・体験型学習の教材開発

臨床検査や診断に有用な、操作が簡便で迅速に結果を得ること
ができる検出方法と、小型の検出装置であるバイオセンサや、バイ
タルサイン等の生体情報のモニタリングシステムの研究開発を推
進しています。予防医学の観点から、体温計、血圧計のような未病
を目的とした早期発見の検査システムや、体調の急変を対象とし
た異常検知システムの統合を目指しています。
具体的には、①血液以外の非侵襲試料である、尿や唾液等に含ま

れる疾患や疾病等に特異的なバイオマーカーを新規探索し、手技
が簡便な非侵襲型バイオセンサの開発に取り組んでいます。次
に、②生体情報のモニタリングでは、手指等に光を照射して生体か
らの反射光を検出する脈波計や、心電信号を小型電子回路で検出
し、腕時計のように身に付けるだけの非侵襲でもある携帯型バイ
タルサインモニタの開発にも挑戦しています。
また、③教育工学の観点から、生体反応、検出原理や装置から派
生させた医工連携の教育方法や教材も開発し、学生の基礎学力
および理解度の向上にも取り組んでいます。

保健医療学部 臨床工学科 准教授 横山 徹 （ヨコヤマ トオル）
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1895年のレントゲン博士によるX線の発見以来、120年にわたりX線の吸収差による画像が医療の分野で利用されていま
す。これまで利用されてこなかったX線の屈折、極小角散乱による画像法の開発とその医学利用を目指しています。

X線屈折コントラスト法とその医学応用に関する研究

この研究者についての詳細はコチラ

研究分野

博士（学術）  総合研究大学院大学：2006年学位

学部・学科

X線の屈折・極小角散乱による軟部組織の観察

X線イメージング

主な論文

主な外部資金

主な民間履歴

Masami Ando，Naoki Sunaguchi，Daisuke Shimao，et. al：Dark-Field Imaging: 
Recent developments and potential clinical Applications，Physica Medica Vol.32，pp.1801-1812，2016.12
2016-2018 科学研究費助成事業・基盤研究（C）・代表：X線管を用いたアナライザ法による屈折コントラスト―トモシンセシス装置の開発／
2012-2015 科学研究費助成事業・基盤研究（C）・代表：透過型アナライザを用いた極小角X線散乱イメージングの開発
筑波メディカルセンター病院／国立スポーツ科学センター／茨城県立医療大学／福島県立医科大学

主な研究

解決できる課題

「X線病理学」の確立

新たなマンモグラフィ装置の開発

X線は被写体を透過する際、吸収、散乱、屈折、極小角散乱を起こし
ます。従来のX線写真は、これらのうちX線の「吸収」の差を画像コ
ントラストとしており、今後とも医療の分野で主流となっていくで
しょう。一方で、「屈折」、「極小角散乱」はこれまで無視されてきまし
た。X線と生体組織の間では、これらは36000分の1°程度の微小な
屈折角、散乱角しか生じず、検出すらできなかったからです。これら

屈折、極小角散乱の差を画像コントラストとしたらどんな画像が得
られるのかについて研究しています。
これを実現する撮影装置「X線屈折コントラスト画像撮影装置」を
高エネルギー加速器研究機構の放射光施設、フォトンファクトリー
のビームラインBL14Bに構築しました（図1）。X線を単色化しビーム
を広げるモノクロコリメータ、屈折したX線を弁別するラウエ型ア
ナライザからなります。どちらもシリコン単結晶から作製していま
す。一例として乳癌病理標本の吸収像（図2）と屈折像（図3）を示し
ます。差が歴然であることがお分かりいただけるかと思います。

保健医療学部 診療放射線学科 教授 島雄 大介 （シマオ ダイスケ）

保健医療学部 診療放射線学科 教授・博士（学術）　島雄 大介 （シマオ ダイスケ）

図1

図2 図3
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MRIでは、水分子の拡散現象に基づいて対象組織の組成や構成物質、微細構造を反映した画像が得られます。
この画像を解析することで、脳白質内の神経線維束の推定やボクセル内の組織や微細構造を推定する研究を行っております。

拡散ＭＲＩ画像に関する研究

この研究者についての詳細はコチラ

研究分野

保健医療学部 診療放射線学科 教授・博士（工学）　熊澤 誠志 （クマザワ セイジ）

博士（工学）  北海道大学：2002年学位

学部・学科

医用画像解析・処理に関する研究

医用画像処理

主な著書・著作・論評
主な論文

主な外部資金

主な研究

解決できる課題

MRI画像シミュレーションに関する研究

拡散テンソルMRI画像においてストリームライン法に基づいた従来
のトラクトグラフィでは、他の脳白質神経線維束と交差する脳白質
神経線維束の抽出をする場合、交差部位で誤推定が生じます。この
ためトラクトグラフィの主な解析対象である錐体路を部分的にしか
可視化できない問題があります。これに対し本研究では、指向性拡
散関数に基づいた新しいトラクトグラフィ法を提案しました。提案

手法では従来手法と比較して、錐体路を広範囲に描出することが可
能となりました。また拡散MRI画像は、高速撮像法である
Echo-planar imaging（EPI）法を用いて撮像されますが、この撮像法
では磁場不均一分布に起因した画像歪の発生が問題となっていま
す。本研究では、この磁場不均一分布を画像ベースで推定する手法
を新たに開発しました。提案手法は従来手法のようにフィールドマッ
プ取得のための追加撮像を必要とせず、EPI画像と同時に取得され
るT1強調画像から磁場不均一分布を推定します。これにより推定し
た磁場分布に基づいた歪補正が可能であることを示しました。

保健医療学部 診療放射線学科 教授 熊澤 誠志 （クマザワ セイジ）

熊澤誠志：医用画像ハンドブック，オーム社「第2編 X線画像 第5章 画像処理 5.1 階調処理」, pp.187-189，2010.11
Kumazawa S, et al.: Image-based estimation method for field inhomogeneity in brain echo-planar images with
geometric distortion using k-space textures, Concepts Magn Reson Part B, Vol.45, No.30, pp.142-152, 2015.8
2015-2018 科学研究費助成事業・基盤研究（C）・
代表：拡散MRIにおける新たな画像ベースの幾何学的歪み補正手法の開発

39

医療地域 積雪寒冷地高齢者 医工連携防災 医療地域 積雪寒冷地高齢者 医工連携防災



未
来
デ
ザ
イ
ン
学
部

未来デザイン学部 人間社会学科 准教授・修士（教育学）　牧野 高壮 （マキノ タカマサ）
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研究分野

思春期青年期を対象とした力動的心理療法

臨床心理学

解決できる課題

臨床心理士による地域実践活動の把握

臨床心理士による活動範囲が、個別心理療法から地域での実践へと広がりを見せる中で、具体的な実践活動がどのような
形態および心性で進展していくかについて発達的に研究しています。

臨床心理士による地域実践活動に関する研究

修士（教育学）  北海道教育大学：2003年学位

学部・学科

主な研究

未来デザイン学部 人間社会学科 准教授 牧野 高壮 （マキノ タカマサ）

ACCESSこの研究者についての詳細はコチラ

主な著書・著作・論評

主な外部資金
主な民間履歴

下川昭夫ほか：コミュニティ臨床への招待, 新曜社, pp.183-188, pp.259-275, 2012.5／
串崎真志ほか：研究論文で学ぶ臨床心理学, ナカニシヤ出版, pp.39-53, 2006.3
2015-2017 科学研究費助成事業・基盤研究（C）・代表：地域実践活動を手掛ける臨床心理士のモデル化に関する研究
札幌市精神障害回復者小規模共同作業所ホワイトストーン／
札幌大学・札幌大学女子短期大学部学生相談室

元来臨床心理士は、基本的に心理療法および心理アセスメント
を生業とする「心理臨床家」としての実践を身につけてきまし
た。目の前にするクライエントと実際に臨床心理士がかかわる
中で、関係性を把握する力を身につけていくともいえます。とこ
ろが、昨今の心理職への社会的要請やこれまでに遭遇すること
のあまりなかった事態で対応が求められるなど、臨床心理学の
理論や枠組みだけでは、臨床として地域で求められるニーズに
応ずることが難しい状況になってきたようです。しかし、すでに
臨床心理士には心理面接室での実践が染みついているため、地

域で実践する際、即座に自身の振る舞いを転換して活動するこ
とが、とても苦手なのです。日 「々これが本当に心理臨床なのだ
ろうか」と自問自答しながら活動をしているといえます。この背
景を探るため、わたし達は各々の臨床現場にて地域援助を行う
際に臨床心理士がとらえる違和感や戸惑いに着目してみまし
た。すると、地域での実践における活動の場が面接室内ではな
いことに臨床心理士は戸惑いがちなことが分かりました。実践
の場が面接室の内か外かという構造的枠組みに、大きな違いが
あるようです。これは、受け身的中立性などに代表される、臨床
心理学の教育や訓練から学んできた臨床心理士の態度が、地
域での実践では大きく異なっていることを意味しています。こう
した知見を積み重ねながら、臨床心理士が地域での活動を一つ
の生業とするときに、どんな姿勢が特徴として見出されるのか。
さらに、実践の経過を発達的に追ってみることで、実践や実践
家に生じる変化は何なのか。これらを明らかにしていこうと考え
ています。

面接構造の違いによる支援形態
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来
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未来デザイン学部 メディアデザイン学科 准教授・博士（工学）　西川 孝二 （ニシカワ コウジ）

研究分野

狭隘環境での
超冗長ロボットアームの運動制御

ロボット工学

自律分散システム

解決できる課題

運動学計算のモジュール化

自律分散ロボットの行動獲得

災害現場で瓦礫の中を探索するような狭隘環境下においても目的の作業を行うロボットアームの開発を目指しています。
複雑な姿勢・形状の制御を効率的に行うために運動学計算をモジュール化する手法について研究しています。

超冗長ロボットアームの運動制御に関する研究

博士（工学）  北海道大学：2002年学位

学部・学科

主な研究

未来デザイン学部 メディアデザイン学科 准教授 西川 孝二 （ニシカワ コウジ）

この研究で対象とするロボットは、災害現場で瓦礫の中を探索
するような狭隘環境において、蛇のように多くの関節を持ったロ
ボット（超冗長ロボットアーム）です。超冗長ロボットアームの形
状を制御するには、複数の形状の候補が存在する（多解性）、目
標形状への遷移が出来ない特異姿勢が存在する（特異性）、正
確な環境情報が与えられないため実行可能な形状を決められ
ない（実行可能性）などの様々な問題が生じます。従って、超冗長

ロボットアームの形状制御では、これらの諸問題が混在する状
況においても充足解が得られる運動学計算が必要となります。
一方で、超冗長ロボットアームの形状制御では、姿勢、位置の情
報が大量にあるため、それらを効率的に処理する情報処理シス
テム（フレームワークの必要性）と、制御という時間尺度の中で
効率的な計算（実時間性）を行う必要も生じます。この研究で
は、超冗長ロボットアームの形状制御における運動学上の諸問
題を関節のモジュール化によって解決することと、それらを効率
的に計算するための順逆運動学フレームワークを開発すること
を目的としています。

ACCESSこの研究者についての詳細はコチラ

主な著書・著作・論評
主な論文

主な民間履歴

大堀隆文, 木下正博, 西川孝二:例題で学ぶ知能情報入門, コロナ社, 2015.8
Koji NISHIKAWA et al.: Cognition and Periodic Control of Autonomous Robot Using Net-list Evolution, Intelligent Autonomous
Systems, IOS Press, pp.297-300, 2002.3／KOJI NISHIKAWA et al.: EXTENDED REACTIVE SYSTEM USING RECONSTRUCTED
ENVIRONMENTAL INFORMATION, Intelligent Autonomous Systems, IOS Press, pp.535-541, 1998.1
ソフトバンクBB株式会社
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短期大学部 自動車工学科 准教授・博士（工学）　成田 大祐 （ナリタ ダイスケ）
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研究分野

複合材料の振動特性

自動車工学

材料力学

解決できる課題

複合材料の曲面形状と積層構成の最適化

熱可塑性CFRPの寒冷地での機械的特性

次世代自動車の車体軽量化に向け、近年急速に普及しつつある複合材料であるCFRP(Carbon Fiber Reinforced 
Plastic)を中心に、ボディパネルに使用するための研究を数値解析をベースに行ってます。

次世代自動車における複合材料に関する研究

博士（工学）  北海道大学：2008年学位

学部・学科

主な研究

短期大学部 自動車工学科 准教授 成田 大祐 （ナリタ ダイスケ）

一般的に自動車のボンネット、フェンダ、そしてルーフ等のボディパ
ネルは鋼板をプレスすることにより、様々な曲率と剛性を与えられ
ると同時に魅力的なデザインを提供しています。特に複合材料を使
用する場合は鋼板よりも図1の（b）に示すように、より大きな曲率を
持った自由な曲面を創り出すことが可能です。また複合材料は繊維
と樹脂からなる薄いシートを積み重ねて作られており、その積層構

成（総数、繊維角度、順序）を選択することにより、様々な特性を持た
せることができます。ただし積層構成により、全体として複雑な挙
動を示すことから、力学特性を精度良く把握することが重要となり
ます。特に振動特性を理解することはボディパネルにおける振動や
騒音を制御または防止する上で大変重要なことから、図2に示すよ
うな3次べき関数で表現した曲面について、数値計算により解析を
行うことを可能としました。さらに遺伝的アルゴリズムを組み合わせ
ることで、曲面形状と積層構成の統合最適化を行った一例が図3で
す。また、CFRPに比較して生産時間が短くコストのかからない熱可
塑性CFRPの寒冷地での利用に関する研究も行っています。

図1

図2 図3
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Composite Panels, The 15th Asia Pacific Vibration Conference, 2013.6
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研究分野

積雪寒冷地で望み通りに自由に動くことのできる手段

ゲーミフィケーション

自動車工学

解決できる課題

エネルギーの地産地消を目指した水素の利活用

ゲーミフィケーションによる社会問題の解決

積雪寒冷地での自由な移動をサポートする交通手段の一つとして、インホイールモータを使った四輪駆動の自動運転機能
付き燃料電池を電源としたパーソナルモビリティの可能性を研究しています。

積雪寒冷地に適したパーソナルモビリティに関する研究

博士（工学）  北海道大学：2003年学位

学部・学科

主な研究

短期大学部 自動車工学科 准教授 金子 友海 （カネコ トモミ）

北海道では札幌圏など都市部への若年層の流出が顕著であり、
過疎化が進行しています。その過疎地域の問題の一つとして、乗
降者が少なく採算が合わないことに起因する「公共交通の減少・
廃止」があります。しかし、公共交通が減少・廃止されても、その地
域における人々の営みがなくなることはなく、そこに住む人々には
「自分の望み通りに自由に動くことのできる交通手段」が必要で
す。その交通手段の一つとして「積雪寒冷地に適した自動運転機
能付き燃料電池を電源とした四輪駆動のパーソナルモビリティ」

の研究を行っています。
積雪寒冷地を安全に走るためには「四輪駆動」であることが重要
で、パーソナルモビリティはインホイールモータを用いた四輪独立
制御の電気自動車です。電源についてはバッテリではなく、燃料電
池を使用します。北海道は太陽光や風力、バイオマス、雪氷冷熱な
どの再生可能エネルギーの賦存量が豊富ですが、それぞれの地域
における需要と供給のギャップは大きく、「エネルギーの地産地消」
は難しいのが現状です。そのギャップを埋めるため、将来の水素社
会を見据えた「電気を用いて水素を発生させて貯蔵・利用する社会
の可能性」について研究しています。その水素の利用法の一つが、
パーソナルモビリティ用燃料電池への水素供給です。
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HAEC team K., JTN-05EV, 札幌モーターショー2014 北海道ハンドメイドエコカーコンテスト 知事奨励賞／
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研究分野

中期インド語文学から近代インド語文学への変化

中期インド語文学

ジャイナ教説話

解決できる課題

ジャイナ教説話の展開

中期インド語の実態解明

古来より様々な宗教に基づき、多くの言語で記されてきたインドの文学ですが、私はとくに９～12世紀にアパブランシャ語な
どの中期インド語を使って、ジャイナ教徒によって書かれた文学作品を研究対象としています。

ジャイナ教文学から見たインド文学の歴史的変化

博士（文学）  北海道大学：2008年学位

学部・学科

主な研究

高等教育支援センター 准教授 山畑 倫志 （ヤマハタ トモユキ）

現代も多くの言語が使用されているインド地域ですが、歴史的に
も様々な言語が文学作品を含めた各種文献に用いられてきまし
た。ただ、現代のように各地域の言語で著された作品はそれほど古
くまでさかのぼれるわけではありません。北インドの西部において
地域の言語であるグジャラート語やラージャスターン語の作品が
確認されるのは12世紀頃になります。それまで、その地域ではプ
ラークリット諸語と呼ばれるいくつかの文語で文学作品が書かれ
ていました。代表的なものがアパブランシャ語となります。それら

プラークリット諸語文学の担
い手だったのが、当時比較的政
治的な力を有していたジャイナ
教徒たちでした。ジャイナ教は
仏教と同時期に生じた歴史あ
る宗教ですが、その時代はヒン
ドゥー教や仏教と並んで勢力
の強い集団を形成していました。ジャイナ教徒たちは伝説的な偉
人の伝記を中心とした説話作品を多く著し、プラークリット諸語文
学の世界を豊かにしていきます。しかし、12世紀頃からかれらの書
く作品の形態が徐々に変わっていきます。それは近代インド諸語
の文学が現れ始めたのとほぼ同時期でした。そしてその時期から
ジャイナ教の政治的な勢力は弱まっていきます。このような言語、
文学、社会の3つの変化は相互に関連しあっているものと思われま
すが、いまだその具体的な様相は分かっておりません。私の研究の
目的はそれらの変化の実態をできる限り明らかにすることです。
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掲載研究者 INDEX

市川 正人 （イチカワ マサト）

教員名 学部・学科 主な研究 ページ

保健医療学部 看護学科 30

稲垣 潤 （イナガキ ジュン） 工学部 情報工学科 27

井野 拓実 （イノ タクミ） 保健医療学部 理学療法学科 33
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山本 八千代 （ヤマモト ヤチヨ） 保健医療学部 看護学科 29

横山 徹 （ヨコヤマ トオル） 保健医療学部 臨床工学科 37
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知識普及による乳幼児突然死症候群の抑制に関する研究

簡便な動作解析システムの開発と応用に関する研究

スポーツバイオメカニクスに関する研究

積雪寒冷地に適したパーソナルモビリティに関する研究

人工知能の社会応用に関する研究

超高齢地域社会における戦略的包括ケアシステムの確立

拡散ＭＲＩ画像に関する研究

五感を代替するセンサとデータ解析による食品の数値化

脳卒中片麻痺者のためのカーボン製高機能装具の開発

カルシウム溶脱がコンクリートの力学特性に与える影響

超高温対応コーティングシステムの開発に関する研究

地域企業における戦略的イノベーション

X線屈折コントラスト法とその医学応用に関する研究

変形性膝関節症に対する新たなインソールの開発

在宅高次脳機能障害者と家族の生活支援プログラム開発

縮小社会における居住環境の再構築手法に関する研究

UAVを用いた空撮画像による屋根上積雪深の測定精度

次世代自動車における複合材料に関する研究

超冗長ロボットアームの運動制御に関する研究

神経生理学を基盤とした意識障害の回復のための介入

噴流中の速度・圧力同時計測による三次元渦構造の抽出

積雪寒冷地における視覚障がい者のための屋外歩行誘導

平衡状態図の精緻化と計算材料科学に基づく材料評価

臨床心理士による地域実践活動に関する研究

熱画像センサを用いた日常生活活動の見守りシステム

再生可能エネルギー電源の導入拡大に向けた研究

生理情報を用いた定量的感性推定モデルの研究

ジャイナ教文学から見たインド文学の歴史的変化

医療機関における子ども虐待・ＤＶ対応の実態

非侵襲型バイオセンサ・バイタルサインモニタの開発

医療地域 積雪寒冷地高齢者 医工連携防災
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建築空間デザインに関する研究

工学部　建築学科　佐藤　孝　芸術学修士

建築鋼構造接合部の終局性能

工学部　建築学科　田沼　吉伸　工学博士

建築仕上材料に関する研究

工学部　建築学科　伊東　敏幸　博士（工学）

現代にあるべき生活空間の建築的探求

工学部　建築学科　川人　洋志　工学修士

市街地整備事業の連鎖的展開に関する研究

工学部　建築学科　久保　勝裕　博士（工学）

地域型戸建住宅のあり方に関する研究

工学部　建築学科　谷口　尚弘　博士（工学）

積雪地域の建築物に対する様々な雪対策に関する研究

工学部　建築学科　千葉　隆弘　博士（工学）

鋼構造骨組の耐震性能について

工学部　建築学科　前田　憲太郎　博士（工学）

気候風土・地域特性に適合した
建築設備計画・設計・評価手法の研究
工学部　建築学科　魚住　昌広　工学士

バリアフリーデザイン・障がい者の経路選択・都市空間

工学部　建築学科　福田　菜々　博士（工学）

寒冷地に建つ住宅・建築の環境対応に関する研究

工学部　建築学科　福島　明　博士（工学）

寒冷期における鉄筋突合せ継手に関する研究

工学部　建築学科　吉津　利洋　博士（工学）

舗装の診断と維持管理、道路景観の評価と保全、
歩行空間のユニバーサルデザイン
工学部　都市環境学科　亀山　修一　博士（工学）

地盤の凍上対策工法に関する研究

工学部　都市環境学科　川端　伸一郎　博士（工学）

化学劣化を受けたコンクリートの力学的特性に関する研究

工学部　都市環境学科　今野　克幸　博士（工学）

雪崩柵の野外模型に関する研究

工学部　都市環境学科　佐々木　勝男　

ユニバーサルデザイン、景観評価に関する研究

工学部　都市環境学科　石田　眞二　博士（工学）

積雪地域における太陽光発電システムの適用に関する研究

工学部　都市環境学科　細川　和彦　博士（工学）

湿原湖沼群の水環境に関する研究

工学部　都市環境学科　木内　伸洋　学士（工学）

化学教育・環境教育に関する研究

工学部　都市環境学科　福原　朗子　農学士

海洋構造物の計画・設計に関する研究

工学部　都市環境学科　白石　悟　博士（工学）

地域航空システムに関する研究など

工学部　都市環境学科　井田　直人　博士（工学）

健全な母性育成のための教育プログラムの開発

保健医療学部　看護学科　須藤　桃代　修士（法学）

次世代の健全育成に向けた看護に関する研究・
子どもと家族の健康と看護に関する研究
保健医療学部　看護学科　山本　八千代　博士（看護学）

①意識障害・廃用症候群患者の生活行動獲得に関する研究
②脳卒中患者の生活の再構築に関する研究
保健医療学部　看護学科　福良　薫　博士（看護学）

教育の改善に関する調査研究

保健医療学部　看護学科　伊藤　三佳　博士（薬学）

生活行動回復看護に関する研究

保健医療学部　看護学科　林　裕子　博士（作業療法学）

保健医療学部　看護学科　松村　悠子　医学博士

1.子育て支援に向けた｢幼児期の親子関係アセスメントツール」の開発
2.コーチングを応用したマルトリートメント予防子育て支援プログラムと評価に関する研究
保健医療学部　看護学科　松原　三智子　修士（看護学）

乳幼児突然死症候群（SIDS）に関する知識の普及と
予防に関する研究
保健医療学部　看護学科　市川　正人　修士（看護学）

看護技術教育と身体を温めるケアに関する研究

保健医療学部　看護学科　久賀　久美子　修士（看護学）

慢性的経過をたどる患者の生活と心理的状況に関する研究

保健医療学部　看護学科　武田　かおり　修士（看護学）

遷延性意識障害患者への看護介入の開発と効果に関する研究

保健医療学部　看護学科　宮田　久美子　博士（看護学）

クリティカルケア看護学／臓器移植看護に関する研究

保健医療学部　看護学科　飯島　美樹　博士（心身健康科学）

精神障害者の地域生活に関する研究と活動

保健医療学部　看護学科　笹木　弘美　博士（看護学）

助産学、看護教育学の教育方法論の研究および歴史的研究

保健医療学部　看護学科　髙橋　弘子　修士（人間科学）

①看護職の健康管理に関する研究、
②看護師のキャリア形成に関連する要因についての研究
保健医療学部　看護学科　石井　範子　博士（医学）

感染症をもつ患者の看護と感染制御に関する研究

保健医療学部　看護学科　秋原　志穂　博士（保健学）

　

保健医療学部　看護学科　石川　福江　修士（看護学）

地域の人々の健康とヘルスプロモーションに関する研究

保健医療学部　看護学科　河原田　まり子　博士（医学）
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建築物および工作物で発生する雪氷問題の対策に関する研究

学長　苫米地　司　工学博士

異種材料の接合と反応

副学長　工学部　機械工学科　高島　敏行　博士（工学）

機械構造物の振動制御に関する研究

工学部　機械工学科　一ノ宮　修　工学博士

ロボット制御技術、モバイルロボット、遠隔操作と空間知

工学部　機械工学科　竹澤　聡　博士（工学）

学生の意欲を高めるための望ましい教材・指導法及び
小学校教師の言語教師としての認知の研究
工学部　機械工学科　中村　香恵子　博士（国際広報メディア）

機械構造物の構造解析と最適設計に関する研究

工学部　機械工学科　太田　佳樹　工学博士

自然エネルギーを利用した融雪・空調システムに関する研究

工学部　機械工学科　大竹　秀雄　博士（工学）

機械の騒音計測法に関する研究、レスキューロボットの研究

工学部　機械工学科　長松　昌男　博士（工学）

流れ中の渦構造に関する研究

工学部　機械工学科　平元　理峰　博士（工学）

拡散バリアコーティングシステムの開発、材料創製

工学部　機械工学科　齋藤　繁　博士（工学）

切削機構に関する基礎研究

工学部　機械工学科　吉田　協　博士（工学）

平衡状態図による材料開発及び評価 、
高強度マグネシウム合金の開発
工学部　機械工学科　堀内　寿晃　博士（工学）

非線形フィードバック制御による
非ホロノミック車両の運動制御に関する研究
工学部　機械工学科　髙島　昭彦　博士（工学）

ディーゼル機関の排出微粒子に関する研究、BDFに関する研究

工学部　機械工学科　北川　浩史　博士（工学）

接合加工における界面現象の考察

工学部　機械工学科　見山　克己　博士（工学）

流体機器周り流れの制御、特にプラズマアクチュエータを用いた
アクティブ制御に関する研究
工学部　機械工学科　松田　寿　工学博士

有限群の表現および代数的組み合わせ論

工学部　情報工学科　和嶋　雅幸　Ph.D.

自然知能による知的自律システムの構築に関する研究

工学部　情報工学科　川上　敬　博士（工学）

回路システムの最適設計および
数値シミュレーション手法の研究
工学部　情報工学科　真田　博文　博士（工学）

画像の高能率符号化に関する研究

工学部　情報工学科　竹沢　恵　博士（工学）

実践的プログラム開発の研究

工学部　情報工学科　深井　裕二　工学士

数値シュミレーションによる3次元声道形状の
音響特微量解析に関する研究
工学部　情報工学科　松﨑　博季　博士（工学）

ソフトコンピューティングを用いた最適化に関する研究

工学部　情報工学科　稲垣　潤　博士（工学）

新しいシステム／サービスを可能にする
セキュリティ技術およびその応用
工学部　情報工学科　本郷　節之　博士（工学）

複素多様体、代数多様体における指数型定理の研究

工学部　情報工学科　伊澤　毅　博士（理学）

仮想ロボットの行動獲得に関する研究

工学部　情報工学科　大江　亮介　博士（情報科学）

画像・映像の高画質化および
画像処理応用システムに関する研究
工学部　情報工学科　和田　直史　博士（情報科学）

化合物半導体の結晶成長と
電子デバイスの作製・評価に関する研究
工学部　電気電子工学科　澤田　孝幸　工学博士

生体機能類似膜を用いた味覚センサに関する研究

工学部　電気電子工学科　三澤　顕次　工学博士

化合物半導体の結晶成長と電気的・光学的性質に関する研究

副学長　工学部　電気電子工学科　鈴木　和彦　工学博士

積雪情報の計測に関する研究

工学部　電気電子工学科　佐々木　正巳　工学博士

有機分子エレクトロニクスに関する研究

工学部　電気電子工学科　木村　尚仁　博士（工学）

コンピュータ応用に関する研究

工学部　電気電子工学科　三橋　龍一　博士（工学）

非線形波動方程式に関する研究

工学部　電気電子工学科　横山　和義　博士（理学）

超弦理論の強結合領域の解析

工学部　電気電子工学科　増田　貴宏　博士（理学）

再生可能エネルギー導入拡大に向けた
電力システムの運用・制御に関する研究
工学部　電気電子工学科　矢神　雅規　博士（工学）

スマートグリッドにおける再生可能エネルギーに関する研究

工学部　電気電子工学科　一戸　善弘　博士（工学）

光計測による生体成分および透明位相物体の検出に関する研究

工学部　電気電子工学科　渡部　智希　薬学士

五感情報代替センサとAIによる
「おいしさ」の数値化に関する研究
工学部　電気電子工学科　小島　洋一郎　博士（工学）

北海道の電力系統の特殊性を考慮した
再生可能エネルギー導入拡大の可能性に関する研究
工学部　電気電子工学科　一戸　昌則　工学士
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看護職者のキャリア支援に関する研究、
助産師の実践能力向上に関する研究
保健医療学部　看護学科　笹尾　あゆみ　修士（看護学）

子育て支援、次世代育成支援に関する研究

保健医療学部　看護学科　前田　尚美　修士（看護学）

慢性疾患とともに生活する女性の体験に関する研究

保健医療学部　看護学科　二本栁　玲子　修士（看護学）

高次脳機能障害者と家族に関する研究

保健医療学部　看護学科　髙山　望　博士（看護学）

多職種連携、福祉施設における看取りケア

保健医療学部　看護学科　山本　道代　博士（医学）

精神疾患を抱える患者の家族への家族支援に関する研究

保健医療学部　看護学科　草野　知美　修士（看護学）

保健医療学部　看護学科　二間瀨　明子　学士（教養）

保健医療学部　看護学科　中村　圭佐　学士（看護学）

高齢者の摂食・嚥下に関する研究

保健医療学部　看護学科　奥村　由美恵　修士（看護学）

高齢者の摂食嚥下、看護師のエンパワメント

保健医療学部　看護学科　大内　潤子　修士（教育学）

シミュレーションに関する研究

保健医療学部　看護学科　石川　幸司　修士（看護学）

２型糖尿病患者の食事療法に関する研究

保健医療学部　看護学科　加藤　剛寿　修士（看護学）

保健医療学部　看護学科　関口　史絵　助産修士（専門職）

成人期・高齢期における健康増進・介護予防に関する研究

保健医療学部　看護学科　笹原　千穂　修士（看護学）

保健医療学部　看護学科　山田　修平　学士（看護学）

肥満の合併症と生活習慣病に関する研究
老化に伴う生理機能低下の解析
保健医療学部　義肢装具学科　秋山　正晴　医学博士

冬季用歩行補助具に関する基礎的研究

保健医療学部　義肢装具学科　敦賀　健志　博士（工学）

義足構成要素の特性と義足歩行に関する研究

保健医療学部　義肢装具学科　野坂　利也　博士（工学）

身体機能を補助する装具に関する研究、
身体障害者スポーツ用自助具に関する研究
保健医療学部　義肢装具学科　早川　康之　博士（工学）

義肢装具設計のための身体機能評価に関する研究、
装具装着が身体へ及ぼす影響についての研究
保健医療学部　義肢装具学科　昆　恵介　博士（保健医療学）

義手・義足の高性能化に関する研究

保健医療学部　義肢装具学科　松原　裕幸　学士（工学）

高齢者のQOLに関する研究、補装具の製作プロセスの改良

保健医療学部　義肢装具学科　村原　伸　修士（工学）

歩行、姿勢、スポーツ動作の補助装具に関する研究、
身体アライメントに関する研究
保健医療学部　義肢装具学科　清水　新悟　修士（学術）

義肢の製作・評価のシステム化に関する研究

保健医療学部　義肢装具学科　野村　知広　博士（理学療法学）

義肢装具のバイオメカニクス

保健医療学部　義肢装具学科　小林　俊樹　PhD.

光を用いた生体断層イメージングに関する研究

保健医療学部　診療放射線学科　北間　正崇　博士（工学）

GKZ超幾何系の代数的研究、
半群環上の微分作用素環状の加群についての研究
保健医療学部　診療放射線学科　奥山　豪　博士（理学）

診療放射線技師教育と人材育成

保健医療学部　診療放射線学科　板東　道夫

ポジトロンCT撮像法に関する研究

保健医療学部　診療放射線学科　織田　圭一　博士（工学）

救急外来に勤務する看護師の高齢者虐待に関する意識

保健医療学部　看護学科　大津山　優葵　修士（保健学）

環境中の放射性物質の分析及び放射線の測定に関する研究

保健医療学部　診療放射線学科　真田　哲也　博士（理学）

再構成画像を用いた解析ソフトによる
臨床診断精度向上に関する研究
保健医療学部　診療放射線学科　菊池　明泰　博士（保健学）

放射線による生物学的影響のシミュレーション

保健医療学部　診療放射線学科　佐々木　恒平　博士（工学）

1.高感度X線画像法の開発　
2.マルチモーダルイメージングに関する基礎研究
保健医療学部　診療放射線学科　島雄　大介　博士（学術）

１．医療機関ウェブサイトにおけるウェブコンテンツ標準化のための基礎的研究　
２．わが国における医療被ばく線量管理システム構築のための基礎的研究
保健医療学部　診療放射線学科　大場　久照　博士（医学）

MRIにおける画像処理・解析に関する研究

保健医療学部　診療放射線学科　熊澤　誠志　博士（工学）

呼吸性移動を伴う腫瘍に対する放射線治療

保健医療学部　診療放射線学科　八重樫　祐司　博士（医学）

放射線技術における知識基盤の構築

保健医療学部　診療放射線学科　谷川原　綾子　博士（保健科学）

核医学検査撮像技術に関する研究

保健医療学部　診療放射線学科　荒井　博史

北海道における医療資源の適正配置と患者のアクセシビリティに
関する研究 /病院情報システムと医療情報の利活用に関する研究
保健医療学部　診療放射線学科　谷川　琢海　博士（医学）

CT画像を用いた血管画像処理に関する研究

保健医療学部　診療放射線学科　渋谷　幸喜　博士（学術）

細菌に対する抗菌薬の構造活性相関の研究

保健医療学部　理学療法学科　遠藤　菊太郎　博士（薬学）

中枢神経疾患に対する効率的な歩行トレーニングに関する研究

保健医療学部　理学療法学科　春名　弘一　博士（工学）

教育の改善に関する研究

保健医療学部　理学療法学科　川嶋　恵子　博士（薬学）

障がい者、高齢者の支援に関する研究

保健医療学部　理学療法学科　宮坂　智哉　博士（理学療法学）

姿勢の安定性と足趾屈曲力の関係

保健医療学部　理学療法学科　田中　勇治　博士（工学）

整形系疾患、スポーツ外傷に対する三次元動作解析

保健医療学部　理学療法学科　井野　拓実　修士（保健科学）

整形外科疾患に対するリハビリテーションおよび住環境の
調整に関する研究
保健医療学部　理学療法学科　棚橋　嘉美　修士（人間生活学）

中枢神経疾患の歩行・生活支援・QOLに関する研究

保健医療学部　理学療法学科　細谷　志帆　修士（人間生活学）

高齢者・障がい者の健康・医療・福祉に関する理学療法学・
福祉リハビリテーション工学研究
保健医療学部　理学療法学科　田中　敏明　博士（工学）

動作に潜むメカニクスの解明

保健医療学部　理学療法学科　佐藤　洋一郎　博士（教育学）

呼吸器疾患患者のリハビリテーションに関する研究

保健医療学部　理学療法学科　鴨志田　麻実子　修士（人間生活学）

リハビリテーション工学

保健医療学部　理学療法学科　伊福部　達　工学博士

医用電子機器の開発と医療福祉ネットワークに関する研究

副学長　保健医療学部　臨床工学科　有澤　準二　工学博士

病原微生物による感染の制御に関する研究

保健医療学部　臨床工学科　木村　主幸　医学博士

物理的・心理的刺激による人間機能情報の計測と解析

保健医療学部　臨床工学科　山下　政司　工学博士

手術用手袋の経時的変化に関する研究

保健医療学部　臨床工学科　黒田　聡　工学修士

電磁界における生体作用機序に関する研究

保健医療学部　臨床工学科　清水　久恵　博士（工学）

病原微生物の高感度検出に関する研究、
医療機器の安全管理に関する研究
保健医療学部　臨床工学科　菅原　俊継　博士（工学）

ある特定の目的をもって学習され、使用される英語

保健医療学部　臨床工学科　三浦　寛子　MEd.

人工透析領域における臨床工学に関する研究

保健医療学部　臨床工学科　相川　武司　修士（工学）

医療安全システムに関する研究

保健医療学部　臨床工学科　渡邉　翔太郎　博士（工学）

酵素反応、免疫反応等の生体親和性と、光学的および電気化学
的検出を用いた安価で簡便・迅速な非侵襲バイオセンサの研究
保健医療学部　臨床工学科　横山　徹　博士（工学）

ウイルス感染における免疫抑制機構の研究

保健医療学部　臨床工学科　印藤　智一　博士（医学）

エキスパートの思考をモデルとしたゲームアルゴリズムの研究他

未来デザイン学部　メディアデザイン学科　鈴木　康広　工学博士

バスケットボールの技術・戦術について

未来デザイン学部　メディアデザイン学科　片桐　康博　体育学士

構造モデリング法に関する研究

未来デザイン学部　メディアデザイン学科　加瀬　誠志　工学博士

音楽情報処理・CGデザイン・ニューラルネットワーク

未来デザイン学部　メディアデザイン学科　小松　隆行　博士（工学）

超高齢社会における疾病予防・医療・介護・福祉の在り方や連携を、
医療の現場を越えて日常生活に普及する方途について考えています。
保健医療学部　理学療法学科　河口　明人　博士（医学）

意思決定支援に関する研究

未来デザイン学部　メディアデザイン学科　三田村　保　博士（工学）

群エージェントの知的制御に関する研究

未来デザイン学部　メディアデザイン学科　木下　正博　博士（工学）

IT技術を用いたリハビリテーションに関する研究

保健医療学部　理学療法学科　加藤　士雄　博士（情報科学）

デジタル・メディアを用いたコミュニケーション過程における、
人間の行動や態度、認知の変容について
未来デザイン学部　メディアデザイン学科　渡辺　功　博士（教育学）

メディアを利用した英語教育について

未来デザイン学部　メディアデザイン学科　土田　邦彦　修士（国際学）

地方都市より展開するグローバル・クリエイティブ・プロジェクト

未来デザイン学部　メディアデザイン学科　倉本　浩平　修士（工学）

自律分散ロボットの行動獲得に関する研究

未来デザイン学部　メディアデザイン学科　西川　孝二　博士（工学）

歩行による空間体験プログラムと地域文脈の
継承・創造・発展に関する研究
未来デザイン学部　メディアデザイン学科　道尾　淳子　博士（芸術工学）

メディアアート、メディアデザインを地域振興に役立てる研究

未来デザイン学部　メディアデザイン学科　小谷　彰宏　修士（芸術）

高齢社会に対応する高生産性職場づくりに関する研究

未来デザイン学部　人間社会学科　三上　行生　学術博士

生活習慣と健康に関する研究

未来デザイン学部　人間社会学科　秋野　禎見　体育学士
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本学では、寒地技術と先端技術を産業界に還元するため、基礎研究ならびに応用研究の推進と学外との研究交流の支援を目

的として、産学連携を推し進めています。産学連携とは、大学や研究機関において開発された技術やノウハウを、民間企業等

において実用化・製品化等へ結びつける仕組みのこと。産学連携はどうすればできるのか、どの研究者に相談すればいいのか

など、学外から寄せられる依頼や相談に応じて、適任の研究者や交流システムについての紹介を行っています。

本学の産学連携の主なものには次の3つがあります。まず「受託研究」では、民間企業や公的機関などから委託を受け、本学

研究者が研究を行います。「奨学寄付金」とは、学術研究や教育の充実などのために民間企業等から大学に対して拠出してい

ただく寄付金のこと。本学が発行する「特定公益増進法人証明書」により、所得控除や損金参入が認められます。また、「寄

付講座および寄付研究部門」とは、奨学を目的とする民間企業等からの寄付金により設置運営される講座または研究部門

で、当該寄付金により給与、研究費、旅費等その運営に必要な経費を賄うものをいいます。多彩な研究スタッフを擁する本学

では、その知的財産と最新の研究・設備等を活用し、今後も社会とのさらに密接な関係構築を目指しています。

※知的財産の取り扱いについては
　契約時に協議します。

研究成果報告

お問い合わせ先
学校法人北海道科学大学　教育研究推進課
TEL 011-688-2241（直通）  FAX 011-688-2392
E-mail kenkyu@hus.ac.jp

大学の研究成果を社会に還元

受託研究・奨学寄付金のご案内

受託研究

研究費納入

北海道科学大学
北海道科学大学
短期大学部

企業など
受託研究
契約締結

※税制上の優遇措置があります。

特定公益増進法人証明書

奨学寄付金

研究費納入

企業など
北海道科学大学
北海道科学大学
短期大学部
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ネットワーク経営シミュレーションの開発と実施

未来デザイン学部　人間社会学科　藤田　勝康　工学修士

持続可能な社会の幸福論、遊び・学び・気づきのデザイン

未来デザイン学部　人間社会学科　碇山　恵子　文学士

ディベートやスピーチを中心としたコミュニケーション能力の育成

未来デザイン学部　人間社会学科　佐々木　智之　教育学士

地域ものづくり企業における戦略的イノベーション

未来デザイン学部　人間社会学科　坂井　俊文　博士（工学）

まちづくり・地域活性化関連事業の構築と推進手法に関する研究

未来デザイン学部　人間社会学科　濱谷　雅弘　工学士

近代日韓文化交流に関する研究

未来デザイン学部　人間社会学科　梶谷　崇　博士（文学）

1.思春期青年期を対象とした精神分析的心理療法
2.地域における心理臨床活動に関する研究
未来デザイン学部　人間社会学科　牧野　高壮　修士（教育学）

葉層構造の位相

高等教育支援センター　高村　政志　理学修士

英語によるコミュニケーション能力の育成に関する実践的研究

高等教育支援センター　秋山　敏晴　教育学士

民主化

高等教育支援センター　仲野　修　政治学修士

金属の磁性に関する理論的研究

高等教育支援センター　内田　尚志　博士（理学）

初年次教育、リメディアル教育、古代インド音声学

高等教育支援センター　塚越　久美子　文学修士

具体的かつ明確な目的を持って使用される英語の
研究・教育、異文化理解
高等教育支援センター　坂部　俊行　修士（情報文化）

教師教育、英語教授法、ESL、早期英語教育

高等教育支援センター　細川　裕司　文学修士

中期インド語によるジャイナ教文学

高等教育支援センター　山畑　倫志　博士（文学）

英語によるコミュニケーション能力の育成に関する研究

高等教育支援センター　伊藤　芳明　文学士

大学初年度における数学教育のあり方について

高等教育支援センター　尾上　卓次　修士（教育学）

ライフスタイルと健康に関する研究

高等教育支援センター　田中　三栄子　体育学士

宗教学・宗教史学　ルーマニア思想史

高等教育支援センター　奥山　史亮　博士（文学）

大学の組織文化が学生や教員に与える影響

高等教育支援センター　佐藤　ケイト　教育リーダーシップ修士

文化人類学、音楽人類学

高等教育支援センター　荏原　小百合　博士（文学）

ロシア・フォークロア研究

高等教育支援センター　塚崎　今日子　博士（文学）

教員養成、教師教育、地理歴史科、公民科教育

高等教育支援センター　青山　和弘　文学士

凍結路面の摩擦係数μの非接触光学計測に関する研究

短期大学部　自動車工学科　城戸　章宏　博士（工学）

二輪自動車の可能性についての研究

短期大学部　自動車工学科　池田　秀明　学士（経営情報学）

干渉を伴う自然対流熱伝達

高等教育支援センター　河合　洋明　博士（工学）

場の理論における基礎的な問題、幾何学と物理学の接点

高等教育支援センター　小川　直久　博士（理学）

自動車の安全装置に関する調査・研究

短期大学部　自動車工学科　汐川　満則　学士（工学）

補修塗装におけるVOC削減に関する研究

短期大学部　自動車工学科　芳賀　誠一　修士（経済学）

整備士養成教育におけるマルチメディア教材の活用

短期大学部　自動車工学科　加賀田　誠　修士（工学）

自動車用鋼板とアルミ合金との異種材料溶接条件の確立

短期大学部　自動車工学科　林　孝一　工学士

次世代自動車における複合材料及びエネルギーに関する研究

短期大学部　自動車工学科　成田　大祐　博士（工学）

ビジネスゲームの開発とその教育的効果についての研究

短期大学部　自動車工学科　金子　友海　博士（工学）

植物系バイオ燃料によるディーゼル機関の
排気特性に関する研究
短期大学部　自動車工学科　坂田　知浩　修士（工学）

自動車整備士養成教育に関する研究

短期大学部　自動車工学科　亘理　修　修士（工学）

凍結路面の滑りやすさを検知することに関する研究

短期大学部　自動車工学科　岩間　大舗　準学士

広く有能な人材を育てるための教育手法に関する研究

短期大学部　自動車工学科　中野　敏男　学士（経営情報学）

インホイールモーターを利用した車両の研究、開発　

短期大学部　自動車工学科　加藤　充
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奨学寄付金申込書

記

貴学の研究に活用していただきたく、下記のとおり奨学寄付金を申し込みます。

No.   ー

印

北海道科学大学長　殿
平成　　　年　　　月　　　日

住　　所

会社名等

代表者名

寄付金番号

寄付金額

寄付の目的

寄付の条件
（研究担当者名簿）

平成　　年　　月　　日

円

納入予定日

その他参考事項

担当部署及び
連絡先等

備考

研究委託願
次のとおり研究委託を申請いたします。

No.  ー

北海道科学大学長　殿

受託番号

研究題目

研究目的

研究内容

研究期間 契約締結日　～　平成　　　年　　　月　　　日

消費税及び地方消費税
円含む

（連絡部署・氏名）

円委託研究経費

希望研究担当者

特記事項

担当部署

送り先FAX番号 011-688-2392右記番号宛にFAXにて送信ください 送り先FAX番号 011-688-2392右記番号宛にFAXにて送信ください

北海道科学大学 学務部 教育研究推進課
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	2017研究シーズ集_P50-55_研究者リスト-2c
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