
回数 実施日時 実施場所 実施内容 講師等 参加者数 備考

1 8月6日(木) 9:30 ～ 17:00 オンライン
全学ＦＤ研修＜基本編＞
「学生を中心とした教育をすすめるために」
（サブテーマ）withコロナ時代のユニバーシティ・アイデンティティについて考える

浅香学長
泉FD委員会委員　他FD委員

23名

2 3月15日(月) 9:10 ～ 16:55 オンライン
全学ＦＤ研修＜テーマ編＞
「学生を中心とした教育をすすめるために」
（サブテーマ）ポストコロナにおけるオンライン授業・実習の効果的な進め方（案）

浅香学長
大村感染対策委員会委員長
和田副学長
他FD委員

154名

　

回数 実施日時 開催場所 実施内容 講師等 参加者数 備考

1 12月18日(金) 16:00 ～ 17:00 C31
第31回薬学教育・研究談話会
「医療現場で薬剤師が活躍するための医療薬学研究と教育」
（学部・研究科FD活動）

井関　健　教授
教員：56

大学院生：1
職員：1

2 3月11日(木) 16:00 ～ 17:30 Ｃ41

第1回薬学部ＦＤセミナー／特別講演会
「オリンピック・パラリンピックがもたらすもの
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－オリパラ教育と人間形成－」

鈴木　靖（北海道オール・オリンピアズ事務局長／札
幌市スポーツ局招致推進部連携推進調整課長）

教員：73
大学院生：1
学部生：13

職員：3

延期（2/25から変更）

　

回数 実施日時 開催場所 実施内容 講師等 参加者数 備考

1 4月10日(金) 17:15 ～ 18:30 Ｄ-4

第1回歯学部FD研修会

113回国家試験の分析と114回国家試験に向けての傾向と対策
（学部FD活動）

青木　敏（DES歯学教育スクール）
中本　恵太郎（DES歯学教育スクール）
三井　教裕（DES歯学教育スクール）

中止

2 6月11日(木) 17:10 ～ 18:10 オンライン

第2回歯学部FD研修会

対面講義の開始に向けて
・6月15日以降の教務日程および講義・実習開始要領について
・対面講義開始に向けての学生への伝達事項
・対面講義開始時の歯学部感染対策指針について
（学部FD活動）

遠藤　一彦　教授（教務部長）
入江　一元　教授（学生部長）
伊藤　修一　教授（歯学部感染対策委員）

教員 78
大学院生 4

3 10月30日(金) 16:00 ～ 17:30 オンライン COVID-19感染症と今後の対策
小坂　健（東北大学大学院歯学研究科国際保健学分
野教授／厚生労働省クラスター対策班委員）

教員 44
研究科FD（北海道医療大学
歯学会合同開催）

　

回数 実施日時 実施場所 実施内容 講師等 参加者数 備考

1 4月6日(月) 13:00 ～ 14:30
N-31

オンライン

第1回看護福祉学部FDセミナー
はじめて遠隔講義を行う教員のためのメディア活用術（基礎編）
（学部ＦD活動）

二瓶　裕之　教授（薬学部）
西牧　可織　助教（心理科学部）

教職員 126

2 5月1日(金) 10:00 ～ 11:00
N-41

オンライン

第2回看護福祉学部FDセミナー
はじめての遠隔講義を行う教員のためのメディア活用術（実践編）
（学部FD活動）

越野　寿　教授（歯学部） 教職員 124

3 8月26日(水) 15:30 ～ 17:00

【座学編】
オンライン

N-44
【体験編】
N25/N26

第3回看護福祉学部FDセミナー
テーマ：新型コロナウイルス感染予防の最新知識と防護用品の正しい使い
方
プログラム：座学編『新型コロナウイルス感染予防の最新知識と防護用品
の正しい使い方』、体験編『防護用品の使い方を実際に体験』
（学部FD活動）

塚本　容子　教授（看護福祉学部）

【座学編】
教職員81

【体験編】
教員50

4 12月22日(火) 15:30 ～ 17:00 オンライン
第１回看護福祉学研究科FDセミナー
「オンライン授業における著作権への配慮」

榊原　健一　准教授（言語聴覚療法学科）
森本　良太　准教授（全学教育推進センター）

教員99
役員・職員9

研究科ＦＤ

5 3月12日（金） 15:30 ～ 17:00 オンライン
第４回看護福祉学部FDセミナー
医療に携わる人に必要な「たばこ」の正しい知識

片野田　耕太 氏
（国立研究開発法人国立がん研究センター がん対策
情報センター がん統計・総合解析研究部 部長）

教員55
役員・職員6

学生6

6 3月24日（水） 15:30 ～ 17:00 オンライン
第5回看護福祉学部FDセミナー
コロナ禍で実習施設へ行けない場合の工夫
～実習目標を達成するために～

神田直樹／熊谷歌織（成人看護学）
内ヶ島伸也（老年看護学）
宮地普子（精神看護学）
松本 望（社会福祉学）

教員79
役員・職員5

　

回数 実施日時 実施場所 実施内容 講師等 参加者数 備考

1 8月25日(火) 17:00 ～ 18:30 オンライン
第１回心理科学部FD研修会
「令和２年度前期における遠隔授業の振り返り」

安部博史教授・西牧可織助教・福田実奈助教
今井常晶准教授・本谷亮准教授・関口真有助教
金澤純一郎准教授・百々尚美准教授

教職員 37

2 9月3日(木) 17:10 ～ 18:10 オンライン
第１回心理科学研究科FD研修会
「コロナ禍におけるうつ・不安への対応」

瀧井美緒氏
（岩手県立大学人間福祉学科福祉心理系　講師）

教職員 33

　

回数 実施日時 実施場所 実施内容 講師等 参加者数 備考

1 10月8日(木) 17:00 ～ 19:00
オンライン
（Zoom）

装着型サイボーグＨＡＬによるリハビリテーション医療最前線
山海 嘉之　教授
（筑波大学サイバニクス研究センター長）

教員 32
職員  1

大学院生 2
学部生 1

研究科ＦＤ

2 12月15日（火） 17:15 ～ 18:45
オンライン
（Zoom）

コロナ禍の中で、臨床家として教育に臨むこと
（学部FD活動）

中村　春基　氏
（一般社団法人日本作業療法士協会　会長）

教員 31
職員  2
学外  1

3 3月9日（火） 10:30 ～ 12:00
オンライン
（Zoom）

加齢と難聴～補聴器を用いた聴覚リハビリテーション

三瀬　和代　氏
（帝京大学医学部附属溝口病院耳鼻咽喉科　言語聴
覚士）

教員 36
職員 02

学部生 24

4 3月22日(月) 15:00 ～ 16:00
オンライン
（Zoom）

リメディアル教育の実践と今後の課題について
（学部FD活動）

西出　真也　講師（全学教育推進センター）
中村　宅雄　助教（理学療法学科）

教員 28
職員  1

【リハビリテーション科学部・研究科】

2020年度　各学部・研究科 FD委員会活動　　

【全学】

【薬学部・研究科】

【歯学部・研究科】

【看護福祉学部・研究科】

【心理科学部・研究科】



　

回数 実施日時 実施場所 実施内容 講師等 参加者数 備考

1 10月2日（金） 8:30 ～ 9:20
共同

講義室

あいの里セミナー
「歴史をたどる化学　生体分子のホモキラリティーの起源としての光イオン
化」

鈴木喜一　（医療技術学部　講師） 教員17

2 11月6日（金） 8:30 ～ 9:20
共同

講義室

あいの里セミナー
「これまで学んだこと」 坊垣暁之　（医療技術学部　教授） 教員17

　

回数 実施日時 実施場所 実施内容 講師等 参加者数 備考

1 6月8日(月) 15:40 ～ 17:00 オンライン

全学教育推進センターセミナー
遠隔講義の実践報告と情報交換
ー学修効果の最大化と対面講義開始後の活用にむけてー
・「遠隔授業における留意点と今後の課題－著作権,アクセス制限,学生の
環境への配慮,実習と成績評価－」
・「Google  Classroomを活用したオンデマンド型授業の事例報告－留意点
をおさえるための方法と失敗談－」
・「１年生全学科目（多職種連携入門）におけるオンデマンド講義の実施例
と臨床心理学における講義・学生支援システムの構築・運用例」
・「ブレークアウトルームを使った演習授業」・ブレークアウトルームの実践
報告

榊原　健一　准教授（リハビリテーション科学部）
森本　良太　准教授（リハビリテーション科学部）
安部　博史　教授（心理科学部）
池森　康史　講師（看護福祉学部）

教職員99

2 3月22日(月) 13:00 ～ 14:00 オンライン

全学教育推進センターFDセミナー
「初年次学生に対する教育方法の探索」

・「オンライン授業の今後－2020年度授業実践報告」
・「多様な学生の成長を支える学修の仕組みと方法」

井上貴翔　講師（看護福祉学部）
鈴木喜一　講師（医療技術学部）

教員74

【医療技術学部】

【全学教育推進センター】


