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社会貢献

社会貢献 

文部科学省・大学間連携共同教育事業「四国の全薬学部の連

携•共同による薬学教育改革」 

（１）委員会等 

1. 評価委員会Ｃ（四国の全薬学部による学生フォーラム）、

宮澤宏、飯原なおみ、山口健太郎、藤島利江、大学院生 4名、

2015.9.26～27、徳島大学 

2. 第 8 回事業推進委員会、宮澤宏、飯原なおみ、2015.9.27、

徳島大学 

3. 第 9回事業推進委員会、宮澤宏、飯原なおみ、2016.2.1、

高知県総合あんしんセンター 

4. 評価委員会ＡＢ、宮澤宏、飯原なおみ、2016.2.1、高知県

総合あんしんセンター 

5. 合同教務委員会、宮澤宏、山口健太郎、飯原なおみ、

2016.3.4、徳島大学 

（２）ＦＤ委員会 

1.分野別 FD 委員会（衛生）、野地裕美、2016.1.9、松山大学 

2.分野別 FD 委員会（薬理）、得丸博史、2016.2.2、徳島大学 

3.分野別 FD 委員会（病態・薬物治療）、伊藤康一、2016.2.16、

徳島大学 

4.分野別 FD 委員会（薬剤）、加藤善久、2016.2.22、徳島大学 

5.分野別 FD 委員会（実務）、二宮昌樹、2016.2.25、サンポー

ト高松 

（３）遠隔講義システムによる研修 

1.第 33 回徳島文理大学薬学部卒後教育講座、2015.6.7、徳島

文理大学徳島キャンパス 

2.ＴＤＭの業務・研究における課題と、ＴＤＭリポジショニ

ング、2015.9.26、徳島大学 

3. 第 34 回徳島文理大学薬学部卒後教育講座、2015.11.15、

徳島文理大学徳島キャンパス 

4. 合同 FD 研修会、2016.2.29、松山大学 

（４）海外の薬学教育視察 

1. アメリカコロラド州レジス大学、大学院生 1 名、

2015.10.19～25 

2. カナダトロント大学および関連病院、ブリティッシュコロ

ンビア大学および関連病院、加藤善久、2016.1.19～29 

（５）へき地での実践教育 

1. へん路ウォーク事前学習「へき地医療について考える」 1

年生全員 宋時栄、伊藤悦朗、安元加奈未、飯原なおみ、

2015.10.21 

2. 多和薬局実習 5 年生 6名、2015.2.2、2.9 

（６）e－ラーニング「副作用診断教育プログラム」

https://kp.manabinaoshi.jp/index.html 

（宮澤宏、横田ひとみ、岡田岳人、飯原なおみ） 

J 講座（2015.6 無料開講） 

「薬理遺伝学と個別化投薬」慶應義塾大学医学部 谷川原祐介

先生 

「ゲノムワイド関連解析 (GWAS) による薬剤応答性関連遺

伝子の同定」理化学研究所 莚田泰誠先生 

「個別化医療の実現に向けた薬物代謝酵素遺伝子多型解析」

徳島文理大学/武庫川女子大学 木下健司先生 

「遺伝子疾患とその診断：診断・治療に生かす遺伝子解析－

糖尿病における遺伝因子の解明－」四国こどもとおとなの医

療センター森谷眞紀先生 

「遺伝子の基礎と社会的課題 (遺伝子解析の倫理問題) －副

作用の推論や早期発見を目指して－」徳島大学名誉教授 板倉 

光夫先生 

（７）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） 

http://www.bunri-u.ac.jp/iyakukan/ 

（宮澤宏、中山幸子、篠原幸雄、飯原なおみ） 

インタビュー 

「薬－薬連携の充実にむけて」愛媛大学医学部附属病院薬剤

部 田中守先生 

「大阪府八尾地区で取り組む、薬・薬連携について」八尾市

立病院 小枝伸行先生 

（８）文部科学省・大学間連携共同教育推進事業「実践社会

薬学の確立と発展に資する薬剤師養成プログラム」の参加大

学（千葉大学、城西国際大学、千葉科学大学）との連携 

連携事業実施に関する協定の調印式、2016.3.23、徳島文理大

学徳島校、宮澤宏、飯原なおみ 

 

文部科学省・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」

（三大学連携事業） 

（１）委員会等 

1. 三大学連携推進委員会「平成 27 年度活動計画と三大学交

流会の打合せ」、宮澤宏、飯原なおみ、高橋知子 2015.4.27、

徳島文理大学香川キャンパス 

2. 三大学連携学生スタッフ招集、宮澤宏、2015.5.11、5.25、

6.22、9.3 香川大学 

3. 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、高橋知子 2015.7.24、香川大学 

（２）遠隔講義システムを用いた合同講義（担当：二宮昌樹） 

医学概論・看護学概論 

「チーム医療」横見瀬裕保香川大学医学部附属病院長、

2015.4.22、香川大学 

「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

属病院看護部長、2015.5.13、香川大学 

（３）三大学連携体験学習「チーム医療」（担当：二宮昌樹） 

香川大学医学科 2 年生 105 名キャンパス訪問、講義「チーム

医療（二宮昌樹）、調剤体験実習（二宮昌樹、高橋知子、横田

ひとみ、飯原なおみ、中妻章、岡田岳人、薬学科 4年生 53 名）、

2015.5.27、徳島文理大学香川キャンパス 



 
（４）高校生のサイエンスキャンプ 

「医療機器とサイエンスを体験しよう」宮澤宏、小西史朗、

植木正二、栗生俊彦、鴻海俊太郎、2015.8.8、徳島文理大学

香川キャンパス 

（５）三大学交流会（三大学合同新入生歓迎会）（担当：宮澤

宏、高橋知子、飯原なおみ） 

特別講演、バレーボール大会、懇親会、2015.6.6、香川県立

保健医療大学 

（６）三大学連携大学祭（担当：宮澤宏、飯原なおみ、高橋

知子、二宮昌樹、横田ひとみ） 

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

祭で学生が健康測定、薬包体験などを実施 2015.10.10 およ

び 11 香川大学医学部祭、2015.10.17 香川県立保健医療大学

橄欖祭、2015.11.1 徳島文理大学杏樹祭 

（７）第 7 回 3 大学学術交流会（公開講座）(担当：宮澤宏) 

「考えよう、うどん県の暮らしと感染症」というテーマで徳

島文理大学、香川大学、香川県立保健医療大学の教員、博士

研究員、学生 6名による公開講座を実施 

挨拶：桐野豊 

「ウイルス感染症治療薬の創薬戦略（宮澤宏）」、「ヒトＴ細胞

白血病ウイルス 1 型が採る利己的な生き残り戦略機構（向井

理紗 博士研究員）2015.12.12、香川大学 

 

香川県・魅力ある大学づくり支援事業「体質を学んでかがわ

でエンジョイ！大学と地域でつくるエビデンス創出スキルア

ップ」（宮澤宏、加藤善久、野地裕美、得丸博史、伊藤康一、

竹内一、跡部一孝、岡田岳人、飯原なおみ） 

（１）アルコール・おくすり体質測定 

「調べよう！学ぼう！おくすり・アルコール体質セミナー」

徳島文理大学特任教授/武庫川女子大学薬学部 木下健司先生

2016.1.8 

（２）アルコール・危険ドラッグ教育実習 

「アルコール体質測定セミナー」野地裕美 2015.12.17 

（３）個別化医療セミナー 

薬学教育６年制に伴って薬剤師が実践すべき治療薬物モニタ

リング（TDM）を基盤とする個別化医療の推進 2015.9.25 

「個別化投薬と TDM」慶應義塾大学医学部 谷川原祐介先生 

「TDM 実践のためのお作法を身につける」名城大学薬学部/安

城更生病院 三浦崇則先生 

（４）エビデンス創出スキルアップセミナー 

「文献検索：PubMed 実践セミナー 入門コース」日本臨床研

究支援ユニット 福井直仁先生 2015.9.12 

「医療現場のヒヤリ・ハット事例から問題点をどうとらえ、

どう解決するか－リサーチマインドをもって新しいエビデン

スを創出させる－」東京大学大学院薬学研究科 澤田康文先生

2015.10.17 

 

さぬき市民病院との学術連携 

さぬき市民病院と徳島文理大学香川薬学部・大学院薬学研究

科との学術連携に関する協定の調印式、2015.8.21、さぬき市

民病院、宮澤宏、加藤善久、飯原なおみ 

 

広報活動 

さぬき市立さぬき北小学校本学見学、薬剤師体験 2015 年 4

月 28 日 

 高橋知子、横田ひとみ、栗田拓朗 

 

さぬき市立志度小学校本学見学、薬剤師体験 2015 年 5 月 1

日 

中妻彩、小林隆信、中妻章 

 

兵庫県立兵庫工業高等学校 実習講義・見学 2015 年 6 月 8

日 

高橋知子、横田ひとみ、栗田拓朗、小林隆信、中妻彩、中妻

章 

 

さぬき市立さぬき南小学校本学見学、薬剤師体験 2015 年 6

月 26 日 

横田ひとみ、中妻彩、中妻章 

 

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 2015 年 8 月 1日 香川薬学部 

横田ひとみ、栗田拓朗、中妻彩、中妻章 

 

日本化学会中国四国支部共催「夢化学 21 in Kagawa〜おもし

ろワクワクサイエンス展’15」薬剤師体験 2015 年 8月 8日、

9日 香川大学 

山口健太郎、横田ひとみ、栗田拓朗、川幡正俊、駒川晋輔、

小原一朗、小林隆信、中妻彩、中妻章 

 

 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」 2015 年 10 月 4 日 イオンモール高松 

二宮昌樹、横田ひとみ、中妻章 

 

東かがわ市立福栄小学校本学見学、薬剤師体験 2015 年 10

月 7 日 

横田ひとみ、高橋知子、小林隆信 

 

香川県立高松北高等学校外部研修 2015 年 12 月 1 日 

栗田拓朗、高橋知子、小林隆信 

 

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 2015 年 11

月 1 日 香川薬学部 

横田ひとみ、高橋知子、跡部一孝、中妻章 

 

 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」 2016 年 2 月 21 日 イオンモール高松 

 二宮昌樹、横田ひとみ、中妻章 
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その他、新聞報道等 

香川県知事「県政について話そう」香川薬学部学生 7 名が参

加（傍聴：宮澤宏、加藤善久）2015.9.28 

四国新聞「知事、徳島文理大生と意見交換」2015.9.30 

薬事日報「四国、千葉の 6 大学が連携 遠隔講義、薬剤師養

成を推進」2016.3.28 

 

 

薬事日報  

2016 年 3 月 28 日 



 
 

社会貢献(教員) 

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 

２）編集委員：Editorial board member for Scientific Reports 

３）さぬき市病院事業運営審議会委員（2015.12〜） 

４）第 54 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 奨励賞受賞講演座長（高知、11.1） 

５）日本薬学会第 136 年会、一般講演座長（横浜、3.27） 

 

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～） 

４）日本トキシコロジー学会評議員（2008.7～） 

５）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 

６）J. Toxicol. Sci.誌 Editorial Board（2014.1～） 

７）J. Toxicol. Sci. 査読 

８）医療薬学 査読 

 

山口健太郎 

１）「夢化学 21 in Kagawa ～おもしろワクワクサイエンス展’

15」実施委員 2015.8.8,9 

２）日本化学会有機微量分析研究会懇談会 委員 

３）日本医用マススペクトル学会 評議員 

 

小西史朗 

１）編集委員： Editorial board member for Journal of  

    Neurology and Experimental Neuroscience (JNEN)  

２）客員教授： Visiting professor, Nanyang Technological  

    University, Singapore 

 

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）高松神経内科クリニック 治験審査委員会委員(2012 年

10 月～現在) 

３）四国厚生支局保険指導薬剤師(平成 23 年 4月～現在) 

 

岩田誠 

１） 日本免疫学会評議員 

２） 日本薬学会代議員 

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 

４） 日本学術振興会・科学研究費委員会専門委員 

５）日本レチノイド研究会幹事 

６）四国免疫フォーラム世話人 

 

二宮昌樹 

１）香川県病院薬剤師会オブザーバー （2010 年 4 月～現在） 

２）香川県薬剤師会理事 （2012 年 4 月～現在） 

３）香川県保健医療大学非常勤講師「薬理学」講義 （2012

年 9～現在） 

４）KKR 高松病院治験審査委員会委員 （2013 年 4～現在） 

５）高松市健康都市推進事業-禁煙推進教室 

 2016 年 1 月 15 日 高松市立山田中学校 

2016 年 2 月 14 日 牟礼コミュニティーセンター 

 

徳村忠一 

１）日本薬学会 薬学雑誌 査読 

２）薬学教育協議会 薬剤学教科担当教員会 

３）Editorial Board： ISRN Pharmaceutics 

４）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 

 

飯原なおみ 

１）香川県薬事審議会委員（2013 年 2 月～現在） 

２）日本医療薬学会代議員（2013 年 3 月～現在） 

３）日本薬剤疫学会評議員（2015 年 11 月～現在） 

４）かがわ長寿大学講師（2011 年度から） 

 

野地裕美 

１）日本薬学会環境・衛生部会委員（2006年〜） 

２）衛生薬学協議会衛生薬学担当教員会議委員（2006年〜） 

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年〜） 

４）香川県環境保健研究センター・研究テーマ 

５）外部評価委員会委員（2014 年 4 月〜） 

 

代田修 

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 

３）公益社団法人 日本薬学会中国四国支部大学選出幹事 

４）公益財団法人 日本薬学会 ファルマシア地域通信委員 

５）公益財団法人 薬剤師研修センター 漢方薬・生薬研修会

薬用植物園実習 講師 

６）一般社団法人 日本生薬学会 代議員、関西支部委員 

７）一般社団法人 薬学教育協議会 生薬学・天然物化学教科

検討委員会 委員 

８）大学薬用植物園園長・担当者会議 委員 

９）ISPSA 2015 TOKUSHIMA(アジア植物化学協会 発足シンポ

ジウム 2015 徳島)Local Committee member 

 

竹内 一 

１）高松第一高校での Content-Based Instruction 講師（2015
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喜納克仁 

１) 論文審査 ７件 

２) 第３７回日本光医学・光生物学会(2015) 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 

 

榊原紀和 

１） 高松第一高等学校 CBI 英語出張講義講師（高松、10.7） 

２） 第 54 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，一般演題座長(高知、11.1) 

３） 論文審査 4 件 

 

栗田拓朗 

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

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

科学技術”講師 2015.11.7 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 

３）（社）薬学教育協議会 日本薬局方教科担当教員会議 

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 2015.8.1 香川薬学部 

５）夢化学２１ in kagawa〜おもしろワクワクサイエンス

展’15 おかしな処方箋 2015.8.7 香川県高松市 

６）さぬき市立さぬき北小学校本学見学、薬剤師体験 

 2015.4.28 

７）兵庫県立兵庫工業高等学校 実習講義・見学 2015.6.8 

８）香川県立高松北高等学校外部研修 2015.12.1 

 

桐山賀充 

１）高松第一高校での Content-Based Instruction 講師（2010

年〜） 
 

小林卓 

１）日本生理学会・評議員 

２）日本生物物理学会・分野別専門委員 

３）「日本生物学オリンピック 2015」1 次予選（香川県会場）

の運営 2015 年 7 月 19 日、徳島文理大学・香川キャンパ

ス 

 

中妻彩 

１）さぬき市立さぬき北小学校本学見学、薬剤師体験 

2015.4.28 

２）さぬき市立志度小学校本学見学、薬剤師体験 2015.5.1 

３）兵庫県立兵庫工業高等学校、体験授業「唾液で ABO 式血

液型を調べてみよう」講師 2015.6.8 香川薬学部 

４）さぬき市立さぬき南小学校本学見学、薬剤師体験 

2015.6.26 

５）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 2015.8.1 香川薬学部 

６）「夢化学21 in Kagawa〜おもしろワクワクサイエンス展’

15」薬剤師体験 2015.8.8-9 香川大学 

 

小林隆信 

１）第 54 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、高知、一般演題座長 

 

跡部一孝 

１）お薬相談会＆健康チェック 血糖値・血清脂質測定（香

川、11.1） 

 

 

その他、新聞報道等 

 
小林卓 

日本生理学会認定「生理学会エデュケーター」 

 
 


