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疾患に関わる酵素の生理的役割についての研究

薬学部　薬学科　江川　祥子　薬学博士

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）

labs.hus.ac.jp研究者データベース ラボサイト

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）

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

P15

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）

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）

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）

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

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）

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）

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）

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　

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）

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）

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
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P39

自己炎症制御に関わるタンパク質の研究

薬学部　薬学科　伊藤　萌子　博士（生命科学）

女性特有疾患に対するエストロゲン代謝物の役割に関する研究

薬学部　薬学科　高梨　香織　博士（薬学）

医薬品の効率的合成法に関する研究

薬学部　薬学科　金田　京介　博士（薬学）

循環器系作用薬の細胞内情報伝達系に関する研究

薬学部　薬学科　佐藤　久美　博士（薬学）

活性酸素によるミトコンドリア機能障害と疾患に関する研究

薬学部　薬学科　桜井　光一　博士（薬学）

病原体の型別や細菌の生存に必要な酵素の研究

薬学部　薬学科　前田　伸司　博士（薬学）

天然有機化合物の抽出・分離精製・全合成と反応最適化に
関する研究
薬学部　薬学科　鈴木　裕治　博士（工学）

漢方薬物の薬物学的特性の研究

薬学部　薬学科　小松　健一　博士（薬学）

動脈硬化発症の責任遺伝子の同定と治療への応用

薬学部　薬学科　髙栗　郷　博士（薬学）

天然物、機能性素材の薬理学的研究

薬学部　薬学科　若命　浩二　博士（医学）

薬物動態学的相互作用に関する研究

薬学部　薬学科　渡辺　一弘　薬学博士

含窒素中員環を有する生物活性物質の合成

薬学部　薬学科　水上　徳美　博士（薬学）

天然素材を用いた水質環境修復の技術開発と白樺樹液の
生活習慣病予防効果に関する理化学的研究
薬学部　薬学科　三原　義広　博士（環境科学）

酸化的ストレス応答機構における細胞内シグナル伝達系に
関する研究
薬学部　薬学科　村岡　早苗　博士（薬学）

エストロゲンの代謝活性化に関する研究

薬学部　薬学科　伊藤　慎二　博士（薬学）

アイヌ伝承の薬用及び食用植物の生理活性成分の探索研究

薬学部　薬学科　山下　浩　博士（薬学）

野生動物への放射線影響に関する研究　

薬学部　薬学科　中田　章史　博士（農学）

アイヌ伝承の薬用及び食用植物の生理活性成分の探索研究

薬学部　薬学科　和田　浩二　博士（薬学） P41

P40
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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）

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

labs.hus.ac.jp研究者データベース ラボサイト

P7 P22

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）

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）

P18

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

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）

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）

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

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）

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）

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）

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

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）

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

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）

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）

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）

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）
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P8 P28

P26

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）

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）

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）

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）

14

P10 P38

P7

近未来の実用化を目指した
ドラッグデリバリーシステム（DDS）の創製
薬学部　薬学科　丁野　純男　博士（薬学）

医薬品成分の体内動態と食品等との相互作用に関する研究

薬学部　薬学科　佐藤　隆司　博士（薬学）

P42



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）

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）
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グルクロン酸抱合による代謝活性化に関する構造活性相関と
代謝物の化学合成法
薬学部　薬学科　馬場　暁子　博士（薬学）

心臓・血管疾患における病態生理と循環器系に影響する
薬物の研究
薬学部　薬学科　加納　誠一朗　博士（薬学）

labs.hus.ac.jp研究者データベース ラボサイト

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）

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） P19

専門サービスのマネジメントと消費者行動ならびに
市場成果に関する研究
薬学部　薬学科　櫻井　秀彦　博士（商学）

難治性肺疾患治療のための
インテリジェントドラッグデリバリーシステムの構築
薬学部　薬学科　多田　均　博士（医学）

地域医療における薬剤師の役割や薬局・医療機関への
アクセスに関する研究
薬学部　薬学科　古田　精一　博士（薬学）

北海道における地域医療に対する薬剤師の役割に関する研究

薬学部　薬学科　島森　美光　薬学博士

薬局業務の評価に関する研究

薬学部　薬学科　村上　美穂　博士（薬学）

地域における薬剤師業務に関する研究

薬学部　薬学科　伊東　佳美　博士（薬学）

中枢青斑核における薬物の作用機序ならびに
薬物の脳内動態に関する研究
薬学部　薬学科　坂東　勉　博士（薬学）

薬剤師業務を支援する医薬情報のあり方に関する研究

薬学部　薬学科　黒澤　菜穂子　博士（薬学）

薬剤師業務を支援する医薬情報のあり方に関する研究

薬学部　薬学科　梅田　純代　博士（薬学）

薬学教育に関する研究

薬学部　薬学科　大野　裕昭　薬学修士

薬学教育の改善に関する研究

薬学部　薬学科　高橋　淳　博士（農学）

地域医療における薬剤師業務ー在宅業務を中心としてー

薬学部　薬学科　柳本　ひとみ　博士（薬学）

医療コミュニケーションに関する研究

薬学部　薬学科　野呂瀬　崇彦　経営管理学修士

①18世紀～現代の女性作家の系譜、
②医療用語の学習とe-learning
薬学部　薬学科　板倉　宏予　博士（文学）

薬剤師教育の質保証、学生の主体的な学びを促進するための
アクティブラーニング、癌研究
薬学部　薬学科　武田　香陽子　博士（医学）

地域社会に貢献できる薬剤師育成を目指した教育研究

薬学部　薬学科　藤本　哲也　修士（薬学）

化学物質の代謝活性化に関する構造活性相関と代謝物の
化学合成法
薬学部　薬学科　吉岡　忠夫　博士（薬学）

アメリカ文学とアメリカ文化の研究

薬学部　薬学科　加藤　隆治　修士（文学）

薬学教育における体験学習の効果と評価に関する研究

薬学部　薬学科　村岡　千種　薬学士、修士（教育ファシリテーション）

「日本人英語学習者の英文読解に関する実証的研究」および
「薬剤師に求められる英語力とその養成に関する調査研究」
薬学部　薬学科　大野　拓恵　博士（文学）

labs.hus.ac.jp研究者データベース ラボサイト

経口抗がん薬と食品成分の併用による腸管機能評価

薬学部　薬学科　鈴木　夏子　博士（食品栄養科学）

呼吸器疾患治療を指向した肺内薬物動態の解析および制御

薬学部　薬学科　戸上　紘平　博士（薬学）

健康維持・疾病予防システムに関する基礎研究

薬学部　薬学科　丹保　好子　博士（薬学）

抗酸化防御機構に関する研究

薬学部　薬学科　立浪　良介　博士（薬学）

病院、薬局、在宅における薬物治療の適正化に関わる研究

薬学部　薬学科　早川　達　博士（薬学）

がん化学療法における支持療法、
腎不全患者への薬物療法に関する研究
薬学部　薬学科　佐藤　秀紀　医学博士

医療薬学に関する研究

薬学部　薬学科　大滝　康一　博士（薬学）

循環器疾患の病態生理と薬物療法について、
悪性腫瘍の薬物療法と支持療法について
薬学部　薬学科　町田　麻依子　博士（薬学）

薬剤師業務の支援に関する研究

薬学部　薬学科　山下　美妃　博士（薬学）

個別化医療の発展のためのゲノム薬理学に関する研究

薬学部　薬学科　守屋　寛之　博士（薬学）

治療反応性に関連する遺伝子多型に関する研究

薬学部　薬学科　三浦　淳　博士（医学）

薬剤学・製剤学：院内特殊製剤の開発と評価

薬学部　薬学科　郡　修徳　博士（薬学）

早期発見・早期治療を目的としたバイオマーカーとしての
酸化ストレスの有用性に関する研究
薬学部　薬学科　山　佳織　博士（薬学）

がん治療におけるオートファジーの役割

薬学部　薬学科　佐藤　恵亮　博士（薬学）

切迫早産治療薬リトドリン体内動態の研究

薬学部　薬学科　今田　愛也　博士（薬学）

患者における薬物血中濃度と臨床効果・有害作用の個体差解析

薬学部　薬学科　猪爪　信夫　薬学博士

来院不要な血中薬物濃度測定系の開発に関する研究

薬学部　薬学科　向　祐志　博士（薬学）

薬物の体内動態と臨床効果の個体差に関する研究

薬学部　薬学科　戸田　貴大　博士（薬学）
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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）

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）

小児がんをもつ子どもとその家族のQOLの向上を
めざした看護ケア
保健医療学部　看護学科　石川　福江　修士（看護学）

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）

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）

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）

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）

分光学に基づいたタンパク質分子によるリガンド分子認識
メカニズムの解明
薬学部　薬学科　齊藤　貴士　博士（理学）

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）

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）

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）

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）

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）

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）

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　博士（保健学）

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）

P16

P17

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　博士（医学）

保健医療学部　看護学科　関口　史絵　助産修士（専門職）

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）

保健医療学部　看護学科　山田　修平　学士（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）

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）

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）

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）

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）

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）

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）

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）

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）

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）

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）

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） P9 P34
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葉層構造の位相

全学共通教育部　高村　政志　理学修士

干渉を伴う自然対流熱伝達

全学共通教育部　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

全学共通教育部　小川　直久　博士（理学）

金属の磁性に関する理論的研究

全学共通教育部　内田　尚志　博士（理学）

教員養成、教師教育、地理歴史科、公民科教育

全学共通教育部　青山　和弘　文学士

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
全学共通教育部　坂部　俊行　修士（情報文化）

民主化

全学共通教育部　仲野　修　政治学修士

大学の組織文化が学生や教員に与える影響

全学共通教育部　佐藤　ケイト　教育リーダーシップ修士

ロシア・フォークロア研究

全学共通教育部　塚崎　今日子　博士（文学）

中期インド語によるジャイナ教文学

全学共通教育部　山畑　倫志　博士（文学）

宗教学・宗教史学　ルーマニア思想史

全学共通教育部　奥山　史亮　博士（文学）

文化人類学、音楽人類学

全学共通教育部　荏原　小百合　博士（文学）

大学初年度における数学教育のあり方について

全学共通教育部　尾上　卓次　修士（教育学）

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）

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

全学共通教育部　伊藤　芳明　文学士

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）

ライフスタイルと健康に関する研究

全学共通教育部　田中　三栄子　体育学士

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）

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）

labs.hus.ac.jp研究者データベース ラボサイト labs.hus.ac.jp研究者データベース ラボサイト

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）

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）

P44

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

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）

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）

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）

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）

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）

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）

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）

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）

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）

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）

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）

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

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）

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）

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

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） P45
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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）

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）

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

全学共通教育部　秋山　敏晴　教育学士

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

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）

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）

初年次教育、リメディアル教育、古代インド音声学

全学共通教育部　塚越　久美子　文学修士

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）

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

教師教育、英語教授法、ESL、早期英語教育

全学共通教育部　細川　裕司　文学修士

P30

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）

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）

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）

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）

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）

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

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）

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

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

P31

P29

自動車用鋼板とアルミニウム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）

P24

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）

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）

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）

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

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

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）

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）

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.

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

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）

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）

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

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）

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.

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）
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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です。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
北海道科学大学　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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RESEARCHER

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）

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

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）

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）

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

labs.hus.ac.jp研究者データベース ラボサイト




