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Japan 」 講 師 ： Professor

Michael D. Katz, PharmD

大学間連携共同教育事業「四国の全薬学部の連携•共同による

（University of Arizona, College of Pharmacy）2014.10.3、

薬学教育改革」

徳島文理大学徳島キャンパス

委員会等

5.「薬学倫理教育のめざすもの～創薬研究から在宅医療まで

1. 第４回事業推進委員会、桐野豊、丸山徳見、宮澤宏、

～」、講師：松田純先生（静岡大学大学院人文社会科学研究科

2014.2.17、アルファあなぶきホール

臨床人間科学専攻教授）、2014.11.27、松山大学

2. 評価委員会ＡＢ、桐野豊、丸山徳見、宮澤宏、2014.2.17、

6. 「残留性有機汚染物質（POPs）による地球環境汚染と生態

アルファあなぶきホール

影響：POPs 問題の過去・現在・未来」、講師：高橋真先生（愛

3. 第５回事業推進委員会、桐野豊、宮澤宏、飯原なおみ、

媛大学農学部准教授）、2015.3.4、松山大学

2014.4.30、徳島文理大学徳島キャンパス

海外の薬学教育視察

4. 評価委員会Ｃ（平成 24 年度四国の全薬学部による学生フ

1. アメリカノースカロライナ大学の薬学教育視察、松尾平、

ォーラム）、桐野豊、宮澤宏、飯原なおみ、藤島利江、大学院

2014.1.10-15

生 3 名、2014.9.13～9.14、松山大学

2. オーストラリアの薬剤師と薬学教育視察、グリフィス大学、

5. 第６回事業推進委員会、桐野豊、宮澤宏、飯原なおみ、

クィーンズランド大学、NPS メディスンワイズ、ロイヤルノ

2014.9.14、松山大学

ースショア病院、ロイヤルブリスバンウーマンズ病院、プリ

6. 第７回事業推進委員会、桐野豊、宮澤宏、飯原なおみ、

ンセスアレキサンドラ病院、ファーマシーアドバイス（シド

2015.2.20、松山大学

ニー市中薬局）、クレイフィールドファーマシー（ブリスベン

7.評価委員会ＡＢ、桐野豊、宮澤宏、飯原なおみ、2015.2.20、

市中薬局）桐野豊、二宮昌樹、2014.1.7-16

松山大学

国内の大学附属薬局視察

8.共同教務委員会、桐野豊、宮澤宏、山口健太郎、2015.3.2、

岐阜薬科大学附属薬局

松山大学

金沢大学アカンサス薬局

ＦＤ研修会

城西大学附属薬局、明治薬科大学附属薬局 二宮昌樹、

四国四薬学部合同 FD 研修会、2015.3.6、松山大学、徳島文理

2015.2.17

大学徳島キャンパス

へき地での実践教育

遠隔講義システムによる研修

多和薬局実習

1. 「認定実務実習指導薬剤師」養成ビデオ講習会、2014.2.16、

み、2014.6.24、7.1、10.16、10.21

加藤善久、2014.1.30
加藤善久、中妻章、2014.3.19

5 年生 10 名、山口裕加、二宮昌樹、飯原なお

徳島文理大学徳島キャンパス
2. チーム基盤型学習（TBL）体験講習会、瀬尾宏美教授（高

戦略的大学連携支援事業「高度な医療人養成のための地域連

知大学・医学部附属病院・総合診療部）、2014.2.27、徳島文

携型香川県総合医療教育研究コンソーシアム」
（三大学連携事

理大学香川キャンパス

業）

3. 卒後教育講座、2014.5.25、徳島文理大学徳島キャンパス

委員会等

4. 卒後教育講座、2014.11.16、徳島文理大学徳島キャンパス

三大学連携推進委員会「平成 26 年度活動計画と三大学交流会

講演会等

の打合せ」、宮澤宏、2014.4.25、徳島文理大学香川キャンパ

1. 「英国に学ぶ薬剤師のための大学院：未来の薬剤師の発展

ス

のために」、講師：荒川直子氏（University College London,

三大学連携学生スタッフ招集、宮澤宏、2014.4.30、6.6 香川

School of Pharmacy

大学、2014.6.24 徳島文理大学香川キャンパス

博士課程大学院生）、2014.2.14、徳島

文理大学徳島キャンパス

三大学連携推進委員会「三大学学術交流会の打合せ」、宮澤宏、

2. 「米国ノースカロライナ大学薬学部における症例検討授

2014.8.1、徳島文理大学香川キャンパス

業」、講師：Dr.Dennis Williams（米国ノースカロライナ大学

遠隔講義システムを用いた合同講義（担当：二宮昌樹）

エシェルマン薬学部）、2014.2.3、徳島大学

医学概論・看護学概論

3. 「医薬品の製造販売後の安全性確保に関する行政施策と関

「チーム医療」横見瀬裕保香川大学医学部附属病院長、

連するバイオマーカーおよび薬剤疫学研究」、講師：斎藤嘉朗

2014.4.23、香川大学

先生（国立医薬品食品衛生研究所医薬安全科学部長）

「医療従事者に求められるもの」筒井茂子香川大学医学部附

2014.7.11、徳島文理大学香川キャンパス

属病院看護部長・副病院長、2014.4.30、香川大学

4. 「石巻医療圏における東日本大震災への対応と次への備

三大学連携体験学習「チーム医療」（担当：二宮昌樹）

え」、講師：石井 正先生（東北大学病院総合地域医療教育支

香川大学医学科 2 年生 108 名キャンパス訪問、講義「チーム

援部教授）、2014.8.24、松山大学

医療（二宮昌樹）、調剤体験実習（二宮昌樹・高橋知子・横田

5.「Advances in Pharmacy Education and Practice: U.S. and

ひとみ・飯原なおみ・中妻章・岡田岳人 薬学科 4 年生 55 名）
、

2014.5.21、徳島文理大学香川キャンパス

「個人情報を持たないクラウドシステムによる電子おくすり

高校生のサイエンスキャンプ

手帳～川崎市薬剤師会～」川崎市薬剤師会 伊藤啓

「医療機器とサイエンスを体験しよう」宮澤宏、喜納克仁、
小林隆信、（森川雅行、鈴木雅代）、2014.8.8、徳島文理大学
香川キャンパス

香川県教育委員会 家庭・地域教育力再生事業「かがわ子ども

三大学交流会（三大学合同新入生歓迎会）
（担当：宮澤宏、高

大学」、横田ひとみ、中妻章、中妻彩、安元加奈未、2014.8.2、

橋知子、飯原なおみ）

徳島文理大学香川キャンパス

バレーボール大会、懇親会、2014.6.14、香川大学

「第 7 回身近な薬用植物を知ろう

三大学連携大学祭（担当：宮澤宏、飯原なおみ）

習」、安元加奈未、代田修、2015.2.21-22、徳島文理大学香川

徳島文理大学、香川大学、香川県立保健医療大学の連携大学

キャンパス

祭で学生が健康測定などを実施

さぬき市立松尾小学校本学見学・薬剤師体験、横田ひとみ、

2014.10.11 および 12 香川

薬用植物講演会・体験実

大学医学部祭、2014.10.18 香川県立保健医療大学橄欖祭、

中妻彩、中妻章、2014.6.18

2014.10.19、徳島文理大学杏樹祭

さぬき市立さぬき北小学校本学見学・薬剤師体験、横田ひと

第 6 回 3 大学学術交流会（公開講座）(担当：宮澤宏)

み、丸山徳見、中妻章、2014.4.28

「考えよう、うどん県の暮らしと健康」というテーマで徳島

さぬき市子ども会育成連絡協議会主催「さぬきっ子ふぇすて

文理大学、香川大学、香川県立保健医療大学の教員 4 名と香

ぃばる！」薬剤師体験、横田ひとみ、高橋知子、栗田拓朗、

川県健康福祉部医務国保課 課長 土草 洋樹氏による公開講

栗生俊彦、中妻彩、中妻章、2014.7.21、さぬき市

座を実施

日本化学会中国四国支部共催「夢化学 21 in Kagawa〜おもし

挨拶：桐野豊

ろワクワクサイエンス展’14」薬剤師体験、山口健太郎、高

平成 26 年度の三大学連携事業活動報告：宮澤宏

橋知子、川幡正俊、駒川晋輔、中妻彩、中妻章、2014.8.16-17、

2014.12.13、香川県立保健医療大学

ことでん瓦町駅ビル
香川薬学部・香川県病院薬剤師会・香川県薬剤師会共催「薬

１） 薬剤師向け e－ラーニング
「副作用診断教育プログラム」
https://kp.manabinaoshi.jp/index.html

剤師によるお薬の相談会＆健康チェック」、横田ひとみ、高橋
知子、跡部一孝、中妻彩、中妻章、2014.10.19、徳島文理大

（桐野豊、宮澤宏、横田ひとみ、岡田岳人、山口裕加、飯原

学香川キャンパス

なおみ）

香川県立志度高等学校インターンシップ（2 年生）、
伊藤悦朗、

◆I 講座（平成 26 年 7 月無料開講）

二宮昌樹、2014.10.21-23

「薬剤師職能確立のための 2 本柱」三輪亮寿法律事務所 三輪

香川県病院薬剤師会・香川県薬剤師会共催「薬剤師によるお

亮寿先生

薬の無料相談会」健康チェック、横田ひとみ、二宮昌樹、中

「出血傾向」香川大学医学部西屋克己先生と本学部山口裕加

妻彩、中妻章、2015.2.22、イオンモール高松

「薬剤による接触皮膚炎・薬剤性過敏症症候群・急性汎発性

薬剤師のためのフィジカルアセスメント研修会ベーシック講

発疹性膿疱症」香川大学医学部 中井浩三先生と本学部 横田

座：2014.1.26、2.16、8.10、10.12、11.30、2015.3.22、

ひとみ

横田ひとみ、高橋知子、二宮昌樹、中妻章

「播種性血管内凝固」高松赤十字病院 福本哲也先生と本学部

薬剤師のためのフィジカルアセスメント研修会アドバンスト

山口裕加

講座：2014.9.21、10.5、2015.3.1、3.8、横田ひとみ、高橋

「漢方薬の副作用症例」千葉大学和漢診療学 並木隆雄先生

知子、二宮昌樹、中妻章

２）

IT 活用による医薬連携と電子お薬手帳：かがわ医

薬患連携情報共有システム K－CHOPS/PPISS（Kagawa
Clinical・Hospital Pharmacy Information Sharing
System/Patient－Pharmacy Information Sharing System）
（桐野豊、宮澤宏、中山幸子、篠原幸雄、安西英明、岡田岳
人、山口裕加、飯原なおみ）
◆第 3 回医薬患連携情報共有研究会の開催（2014.7.13、香川
県薬剤師会館、高松市）
挨拶 桐野豊、座長 宮澤宏
「高知県お薬手帳電子化事業－事業概要と普及促進活動につ
いて－」高知県薬剤師会 山下紘一先生
「医療 IT 政策の方向性－共通番号制などの課題解決に向け
て」自民党 IT 戦略特命委員長 平井たくや

その他、新聞報道等
1. 「開設 10 周年を迎えた徳島文理大学香川薬学部」薬事日
報、2014.7.2
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桐野

山口健太郎

豊

１）一般社団法人 レギュラトリーサイエンス学会 理事長
２）公益社団法人 日本生化学会 評議員
３）日本神経化学会 評議員、
４）一般社団法人 薬学教育評価機構 理事
５）独立行政法人 科学技術振興機構イノベーション推進本
部産学連携展開部 プログラムオフィサー

１）
「夢化学 21 in Kagawa ～おもしろワクワクサイエンス展’
14」実施委員

2014.8.16,17

２）5TH Asia Oceania Mass Spectrometry Conferences & 33th
Chinese Society of for Mass Spectrometry Annual
Conferences, 2014.6.16~19, Beijing China 座長
３）Mass Spectrometry Editorial Board
４）日本化学会有機微量分析研究会懇談会 委員

６）独立行政法人 大学評価・学位授与機構 学位審査会医学
薬学専門委員会薬学部会委員
７）公益財団法人 篷庵社 理事

岩田誠
１）日本免疫学会評議員

８）公益財団法人徳島県文化振興財団 評議員

２）日本薬学会代議員

９）香川県ジェネリック医薬品安心使用促進協議会 会長

３）科学技術振興機構・研究成果最適展開支援事業専門委員

10）公益財団法人 かがわ産業振興財団 芦原科学賞科学技術

４）日本レチノイド研究会幹事

審査会 委員長
11）NPO 法人 医薬品ライフタイムマネジメントセンター 理

５）四国免疫フォーラム世話人
６）高松第一高等学校 Content-Based Instruction (CBI)の英語講
義１回担当

事
12）NPO 法人 へき地とあゆむ薬剤師 理事
13）大阪大学未来戦略機構「生体統御ネットワーク医学教育
プログラム」外部評価委員
14）長崎大学重点研究課題 外部評価委員
15）徳島県科学技術県民会議 委員
16）徳島県簡易裁判所判事推薦委員会 委員
17）徳島県アニメ映画祭実行委員会委員
18）香川県瀬戸内国際芸術祭実行委員会委員
19）文化立県とくしま推進会議委員
20）徳島県戦略的災害医療プロジェクト会議副会長

１）香川県病院薬剤師会オブザーバー

2010.4～

２）香川県保健医療大学非常勤講師「薬理学」講義

2012.9

～
３）KKR 高松病院治験審査委員会委員

2013.4～

加藤善久
１）薬学教育協議会 薬剤学教科担当教員会議委員
２）日本私立薬科大学協会 薬剤師国家試験問題検討委員会
「薬剤」部会委員
３）日本薬学会代議員（2013.2～）

丸山徳見
１）香川県薬剤師会会員
２）抗ウイルス療法研究会理事

４）日本トキシコロジー学会評議員（2008.7～）
５）J. Toxicol. Sci.誌 Editorial Board（2014.1～）
６）日本薬学会中国四国支部 庶務担当幹事（2014.1）
７）日本薬学会中国四国支部 大学選出幹事（2014.2～2015.1）

宮澤宏
１）徳島文理大学・香川大学・県立保健医療大学三大学連携
推進委員長

８）日本薬学会中国四国支部 功労賞・奨励賞選考委員
９）薬学教育協議会 病院・薬局実務実習中国・四国地区調整
機構ワークショップ小委員会委員
10）平成 26 年度ひらめき☆ときめきサイエンス～ようこそ大

小西史朗
１）愛媛県立今治北高校・出張講義「脳の不思議、きみの脳
をつかって試してみよう」2014.2.17
２）徳島県立城ノ内高校・出張講義「「脳の不思議、きみの脳
をつかって試してみよう」2014.6.27
３）岡山県立岡山芳泉高校・出張講義「脳の特効薬」2014.11.17
４）学会開催：
「第１8 回活性アミンに関するワークショップ」
（日本薬学会・日本薬理学会協賛）サンポートホール高松、
2014.8.30
５）編集委員： Editorial board member for Journal of
Neurology and Experimental Neuroscience (JNEN)
６）客員教授：

二宮昌樹

Visiting professor, Nanyang Technological

University, Singapore

学の研究室へ～KAKENHI 高校生向け参加型体験実習プロ
グラム「薬を飲んだ時と注射をした時の体の中を流れる血
液中の薬の動きの違いを捉えてみよう！」実施代表者(香
川、8.3)
11）第 53 回日本本薬学会・日本薬剤師会・日本病院薬剤

師会中国四国支部学術大会 奨励賞受賞講演座長（広島、
11.9）
12）日本薬学会 薬学雑誌 査読
横田ひとみ
１）大川地区医師会附属準看護学院非常勤講師

「薬理学」

講義(4 月～6 月)
２）全国腎臓病協議会全腎協全国大会 in さぬき

講師

（2013.5.18）

ためのアプライドバイオ科学・デバイス開発のための生命

３）高松神経内科クリニック治験審査委員会委員（2012.10
～）

科学技術”講師

2014.11.8

香川県高松市

２）（社）薬学教育協議会

臨床化学関連教科担当教員会議

４）四国厚生支局保険指導薬剤師(2011.4～)

３）（社）薬学教育協議会

日本薬局方教科担当教員会議

代田修

跡部一孝
１）平成 26 年度ひらめき☆ときめきサイエンス～ようこそ大

１）厚生労働省 薬事・食品衛生審議会 臨時委員
２）独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 専門委員

学の研究室へ～KAKENHI 高校生向け参加型体験実習プロ

３）公益社団法人 日本薬学会 ファルマシア地域通信委員

グラム「薬を飲んだ時と注射をした時の体の中を流れる血

４）公益財団法人 薬剤師研修センター 漢方薬・生薬研修会

液中の薬の動きの違いを捉えてみよう！」実施分担者(香

薬用植物園実習 講師

川、8.3)

５）一般社団法人 日本生薬学会 代議員、関西支部委員
６）一般社団法人 薬学教育協議会 生薬学・天然物化学教科

２）夢化学２１ in kagawa〜おもしろワクワクサイエンス
展’14

おかしな処方箋（香川、8.16-17）

３）お薬相談会＆健康チェック

検討委員会 委員

血糖値・血清脂質測定（香

川、10.19）

７）大学薬用植物園園長・担当者会議 委員
８）薬用植物講演会・体験実習の開催「第 7 回身近な薬用植
物を知ろう」2015.2.21, 22（徳島文理大香川キャンパス）
野地裕美
１）日本薬学会環境・衛生部会委員（2006～）
２）衛生薬学協議会衛生薬学担当教員会議委員（2006～）
３）日本私立薬科大学協会薬剤師国家試験問題検討委員会衛
生薬学部会委員（2006～）
４）日本薬学会中国四国支部監事（2014.2-2015.1）

５）香川県環境保健研究センター・研究テーマ外部評価委員
会委員（2014.4～）

安元加奈未
１）
「かがわ子ども大学

徳島文理大学香川キャンパス」香川

薬学部「身近な天然植物資源に着目」を担当（香川県教育
委員会

平成 26 年度家庭・地域教育力再生事業）2014.8.2

２）薬用植物講演会・体験実習の開催「第 7 回身近な薬用植

喜納克仁
１) 論文審査

小林卓
１）学会役員
日本生理学会・評議員、生理学会エデュケーター
日本生物物理学会・分野別専門委員
２）その他
「生物オリンピック 2014」1 次予選（香川県会場）の開催
2013.7.20、徳島文理大学香川キャンパス

物を知ろう」2015.2.21, 22、徳島文理大香川キャンパス

７件

２) 第３６回日本光医学・光生物学会(2014)

奨励賞受賞講

演の座長
３）Editorial Board Member of "Science Postprint"
４）新世代の生物有機化学研究会

web 作成委員

中妻彩
１）さぬき市立志度小学校本学見学、薬剤師体験

2014.5.2

２）さぬき市立松尾小学校本学見学、薬剤師体験

2014.6.18

３）さぬき市子ども会育成連絡協議会主催「さぬきっ子ふぇ
すてぃばる！」薬剤師体験

榊原紀和
１） 平成 26 年度ひらめき☆ときめきサイエンス～ようこそ
大学の研究室へ～KAKENHI 高校生向け参加型体験実

2014.7.21

香川県さぬき市

４）香川県教育委員会 家庭・地域教育力再生事業「かがわ子
ども大学」開催

2014.8.2

香川薬学部

習プログラム「薬を飲んだ時と注射をした時の体の中を

５）日本化学会中国四国支部共催「夢化学 21 in Kagawa〜お

流れる血液中の薬の動きの違いを捉えてみよう！」実施

も し ろ ワ ク ワ ク サ イ エ ン ス 展 ’ 14 」 薬 剤 師 体 験
2014.8.16-17

分担者(香川、8.3)

２）高松第一高等学校 CBI 英語出張講義講師（9.3、高松）
３） 徳島市立高等学校

出張講義「No. 7（体験型）アスピ

リンを合成してみよう」
（10.31、徳島、丸山徳見先生と
共に担当）
４） Bioorganic & Medicinal Chemistry 査読
５） Nucleosides, Nucleotides & Nucleic Acids 査読

香川県高松市

６）香川薬学部、香川県病院薬剤師会、香川県薬剤師会共催
「薬剤師によるお薬の相談会＆健康チェック」開催
2014.10.19

香川薬学部

７）香川県立高松北高等学校外部研修、講師
川薬学部

高松市

１）文部科学省科学技術振興調整費・地域再生人材創出拠点
の形成「２１世紀源内ものづくり塾」 “デバイス開発の

香

８）香川県病院薬剤師会、香川県薬剤師会共催「薬剤師によ
るお薬の無料相談会」健康チェック

栗田拓朗

2014.12.4

桐山賀充

2015.2.22

香川県

徳島文理大学 香川薬学部 教育・研究年報 第 9 号 2014 年
１）高松第一高校での Content-Based Instruction 講師、2010
～
小林隆信
１）第 53 回日本薬学会･日本薬剤師会・日本病院薬剤師会中
国四国支部学術大会、広島、一般演題座長
伊藤康一
１）香川脳神経研究会世話人
２）香川大学医学部課題実習生(3 年生)受け入れ
３）東かがわ市引田中学での未成年の喫煙・飲酒防止教室(2
年生)と薬物乱用防止教室(3 年生)
４）東かがわ市白鳥中学校での薬物乱用防止教室(3 年生)
５）東かがわ市大川中学校での薬物乱用防止教室(3 年生)
６）さぬき市志度中学校での薬物乱用防止教室(3 年生)
７）香川県薬剤師会学校薬剤師部

薬物乱用防止教室に関す

る講演会の講師
８）徳島てんかん研究会講演会
９）愛媛てんかん学術講演会

特別講演

10）高知てんかん研究会講演会

特別講演

11）高松てんかん学術講演会

講師
講師

特別講演
特別講演

講師
講師

その他、新聞報道等
小西史朗
１）「記憶のしくみ」（講談社ブルーバックス）が読売新聞書
評「本よみうり堂」に掲載・読売新聞 2014.1.12

