
2015 年 2 月 14日 (土) 14:00~17:50

長崎大学薬学部 多目的ホール

先導的薬剤師の
未来像を考える
シンポジウム

第2回

会場

日時

要 集旨

主催 長崎大学薬学部・地域薬剤師卒後教育研修センター

世話人 川上 茂（医薬品情報学分野）、中嶋幹郎（実践薬学分野）

実行委員 畑山 範、中山守雄、塚元和弘、西田孝洋、城谷圭朗、北原隆志、鶴丸雅子、大山 要、齋藤義紀、宮元敬天、渕上由貴

後援 長薬同窓会、長崎大学薬学部下村脩博士ノーベル化学賞顕彰記念創薬研究教育センター、同臨床薬剤師養成センター



ご 挨 拶 
 

長崎大学薬学部では、西田教授を代表として、「平成 26 年度大学高度化推進経費による教育改革支

援プログラム」による支援を得ることができ、平成 26年 11月に長崎大学薬学部地域薬剤師卒後教育研修セ

ンターを中心に、長薬同窓会、下村脩博士ノーベル化学賞顕彰記念創薬研究教育センター、臨床薬剤師

養成センターが協力し、高度臨床薬剤師・研究者の育成や地域薬剤師の卒後教育研修を目的とした「第 1

回先導的薬剤師の未来像を考えるシンポジウム：活躍する長薬同窓生とこれからの薬剤師への期待」を開

催致しました。先導的薬剤師とは、医療現場での医薬品適正使用のみならず、創薬や保健衛生領域など広

範囲な職域において指導的な立場で活躍できる薬剤師のことを指します。第 1回シンポジウムでは、国内外

で活躍する長薬同窓生を講師として招聘し、6 年制薬学科学生のポスター発表、教員・薬剤師によるポスタ

ー発表審査等を交えた交流型のシンポジウムを開催したところ、141 名と予想を超える参加者があり、また、

事後の参加者アンケート調査の結果でも総じて満足しているという感想を得ました。第 1回シンポジウムの成

功や学内外からの継続に関する声を受け、今回、「第 2 回先導的薬剤師の未来像を考えるシンポジウム」を

開催することにしました。 

近年の科学の進歩は著しく、薬学においても、その内容が急速に複雑かつ多様になり、高度になって

きています。また、医療現場からは調剤能力に加え、きめ細やかな服薬指導や薬歴管理ができる高資質の

薬剤師が求められております。この学問的、社会的環境変化に対応するために、平成 18 年度から、薬学部

の歴史始まって以来の大改革である 6 年制課程が始まりました。長崎大学薬学部では、この変革期におけ

る薬剤師 6 年制教育プログラムの構築・充実化に取り組み、長崎大学の特長を活かしたカリキュラムの構築

を行ってきました。教員や薬剤師の先生方のお力添えにより、既に、新たな6年制課程の第4期生が今春卒

業しようとしているところで、学部教育は安定期に入ってきたといえます。そこで今後、重要となってくるのは、

先導的薬剤師の育成であり、長崎大学薬学部・大学院医歯薬学総合研究科では、大学院博士課程の充実

に向けて、教員一丸となり新たな教育・研究体制の構築に取り組んでいます。 

現在、長崎大学薬学部では、6年制の薬学科（定員 40名）と 4年制の薬科学科（定員 40名）の 2学科

を併設しています。また、薬科学科卒業生を対象とし、医薬品の品質管理等を担保するため薬剤師資格を

もった研究者・技術者養成に関する社会の要請に答える為の「薬剤師国家試験受験を得るための履修モデ

ル」を設定しています。そのため第2回シンポジウムでは、薬学科学生に加え，この履修モデル生として博士

号取得を目指す大学院医歯薬学総合研究科の大学院生もポスター発表ができる場を用意しました。 

このように，本シンポジウムにおいては薬学に携わる様々な参加者が、講師の先生方の経験や意見を

拝聴し、先導的薬剤師の未来像を考えていく機会となることを祈念しています。また、本学の卒業生を招聘

する本事業が長薬同窓生の交流の一助になることを願っています。今後とも長崎大学薬学部・大学院医歯

薬学総合研究科に対するご支援とご協力をお願い申し上げます。 
 

薬学部長 中山守雄 



第二回先導的薬剤師の未来像を考えるシンポジウム 
 
日時：2015 年 2 月 14 日 (土) 14:00～17:50 （13：30 受付開始：多目的ホール前） 

会場：長崎大学薬学部多目的ホール（薬学部本館 2 階）長崎市文教町１番 14 号 

主催：長崎大学薬学部、長崎大学薬学部地域薬剤師卒後教育研修センター（平成 26 年度大学高度化推進経費による教

育改革支援プログラムによる事業） 

後援：長薬同窓会、長崎大学薬学部下村脩博士ノーベル化学賞顕彰記念創薬研究教育センター、同臨床薬剤師養成センター 

 

時間 プログラム 場所 

14:00～14:05 開会の挨拶  

長薬同窓会 副会長 七種 均 
多目的ホール 

 

14:05～14:55 

 

座長：薬剤学分野 教授 西田 孝洋 

特 別 講 演： 

「薬剤師と臨床薬学研究」 

近畿大学薬学部 教授  髙田 充隆 

多目的ホール 

14:55～15:50 休憩・ポスター発表（薬学科学生,モデルコースの大学院生） 2階廊下 

 

15:50～16:20 

 

座長：実践薬学分野 教授 中嶋 幹郎 

講 演 ①： 

「薬局の過去、現在、そして未来に向かってなすべきこと」 

総合メディカル株式会社 執行役員/長薬同窓会 関東支部長  原 正朝 

多目的ホール 

 

16:20～16:50 

 

座長：薬品製造化学分野 教授 畑山 範 

講 演 ②： 

「分子標的抗がん剤の開発研究」 

中外製薬株式会社鎌倉研究所 主席研究員   松下 正行 

多目的ホール 

 

16:50～17:20 

 

座長：衛生化学分野 教授 中山 守雄 

講 演 ③： 

「挑戦し続けること—支えてくれる人々への感謝−」 

長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 准教授  藤田 和歌子 

多目的ホール 

17:20～17:25 休憩・総合討論準備   

 

17:25～17:45 

座長：実践薬学分野 教授 中嶋 幹郎 

総 合 討 論  

シンポジストの先生方 

多目的ホール 

17:45～17:50 閉会の挨拶  

長崎大学薬学部 薬学部長 中山 守雄 
多目的ホール 

18:00～19:30 情報交換会              進行：薬剤学分野 助教 宮元 敬天 

最優秀ポスター賞発表 選考委員長： 

① 薬学科：薬品分析化学分野 准教授 大山 要 

② モデルコースの大学院生：天然物化学分野 准教授 齊藤 義紀 

長崎大学生協 

 

・シンポジウム参加費（当日受付） ：無料 

・情報交換会費（当日受付） ：２,000円 (学生 1,000円) 

 



 

キャンパスマップ： 

情報交換会会場： ⑯ 生協食堂 

 

 

 



メモ 



薬剤師と臨床薬学研究 

髙田充隆 

近畿大学薬学部 臨床薬剤情報学分野 

 

医療における薬剤師の役割は、医薬品使用の適正化を図ることにより、医療の質の向上に寄

与することであると考えてきました。そのために、臨床の場で起こっている医薬品に関する種々

の問題および疑問を解決するための臨床薬学研究を薬剤師が行うことはごく当然のことである

と考えています。 

私が、国立病院の薬剤師になった昭和５４年当時、薬剤師が熱心に取り組み始めた２つの業

務がありました。ひとつは薬物血中濃度測定であり、もう一つが医薬品情報管理業務です。そ

の当時、まだ薬剤師が病棟に出向いて直接患者様に服薬指導をおこなう概念はなく、現在のよ

うに薬剤師が病棟に常駐し薬剤管理指導業務をおこなう時代が来るとは全く考えられない時代

でした。しかし、米国ではクリニカル・ファーマシーという概念があり、薬剤師は調剤ではな

く、患者の薬物療法に深く関わる臨床業務を行っているという夢のような話だけが我々に伝わ

ってくる時代でした。その中で、従来の薬剤師業務に満足できなかった私は、少しでも臨床的

な薬剤師業務に関わりたくて数人の志ある薬剤師と薬物血中濃度を測定する研究に入っていき

ました。薬物の血中濃度と臨床効果や副作用との関連については、自分の研究との関連で興味

を示す医師も多く、この分野で医師との共同研究を行うことが可能でした。 

平成１６年から近畿大学薬学部に移ってからは、医療現場で発生する生の情報やデータベー

スとして蓄積された医療関連情報に科学的分析を加えることにより、そこから新たな有用な情

報を取り出す研究をおこなっています。日々発生する膨大な医療情報には価値ある情報が埋も

れています。この中から意味のある情報を探索し、それを実際の医療の中で有効に活用するこ

とは大変重要ですが、そのためにはデータを効率よく解析することが求められます。近年、そ

の方法として、データマイニング手法を用いたデータの解析が試みられるようになってきてい

ます。これらの手法を用い、医薬品関連情報を科学的に解析することによって、医療における

有用な情報を創り出す研究に取り組んでいます。現在、「米国、カナダ、日本などの副作用自

発報告データベースを用いた副作用シグナルの検出」、「レセプトデータベースや処方せんデ

ータベースの解析」などのテーマに取り組んでいます。時代はビッグデータの時代となり、医

療ビッグデータの解析が時代の流れに沿ったものとして医療の分野でも注目されるようになっ

ています。幸運にも、2011年にわが国で初めてのナショナルデータベースの解析を行う機会が

得られるなど、医療ビッグデータの解析による医薬品の安全性評価が、現在の私のメインの研

究テーマとなっています。さらに、最近では、医療ビッグデータの解析を安全性評価のみなら

ず、従来医薬品の新規薬効発見に応用するドラッグ・リポジショニング研究も注目され始めて

います。薬剤師の行う研究が新たな医薬品の開発に寄与する可能性があるこの研究を今後は発

展させていきたいと考えています。 

本日は、国立病院および近畿大学薬学部において実際に行った医薬品適正使用のための臨床

薬学的研究について紹介したいと思います。 



略 歴 

学歴・職歴 

 昭和５２年３月  長崎大学薬学部卒業 

 昭和５４年３月  長崎大学大学院薬学研究科修了 

 昭和５４年４月  国立大阪病院薬剤科 薬剤師 

 昭和６０年４月  国立大阪病院薬剤科 調剤主任 

 昭和６１年１０月 国立姫路病院薬剤科 製剤主任 

 昭和６２年４月  国立姫路病院薬剤科 調剤主任 

 昭和６３年１０月 厚生省薬務局生物製剤課 基準係長 

 平成２年１０月  厚生省生活衛生局企画課生活科学安全対策室 化学物質係長 

 平成３年４月  厚生省生活衛生局企画課生活科学安全対策室 衛生専門官 

 平成３年１０月  国立療養所宇多野病院薬剤科 副薬剤科長 

 平成８年４月  国立循環器病センター薬剤部 副薬剤部長 

 平成１３年４月  大阪大学薬学部 臨床助教授（兼任） 

 平成１８年４月  近畿大学薬学部 教授 

 平成 2０年１０月 近畿大学薬学部 医療薬学コース主任 

 平成 2１年４月  近畿大学薬学部 医療薬学科長 

 平成 2６年４月  近畿大学大学院 薬学研究科長 

 

資格・認定 

薬剤師免許 昭和５２年 

博士（薬学） 「シベンゾリンの低血糖に及ぼす影響に関する薬剤疫学的研究」（長崎大学 平成

１４年） 

日本医療薬学会 指導薬剤師 

 

所属学会等 

 日本薬学会、日本医療薬学会、日本薬剤疫学会、日本医薬品情報学会、日本病院薬剤師会、

日本薬剤師会 

 

 

 

 



薬局の過去、現在、そして未来に向かってなすべきこと 

原 正朝 

総合メディカル株式会社 東日本薬局統括部 

 

 昭和60年に長崎大学薬学部を卒業後、4月に済生会福岡総合病院に入職、平成2年12月に退職して、

平成3年1月に福岡市のベンチャー企業、総合メディカルに入社した。今年は大学卒業後30年が経過

し、総合メディカルに入社後25年目になる。卒業した当時の世相を振り返ると、昭和61年から平成2

年までのバブル景気といわれる時代で、地価が高騰し東京23区の土地でアメリカ全土が買えるとま

で言われていた。平成元年12月29日、日経平均株価は38,915円の史上最高値をつけ、財テクブームが

もてはやされたが、その後の不動産融資規制などで、地価や株価は下落しバブルは崩壊した。 

 総合メディカルへの入社当時、全国の医薬分業率は12.0％、長崎県は18.8%、最も進んでいた佐賀

県が31.3%であった。当時の厚生省は厚生白書（昭和62年）に、「国民医療の質の向上に資する医薬

分業の推進を図るため、調剤センター、薬事情報センター等の基盤整備、指導者育成、国民に対す

る啓蒙等の施策を実施するほか、関係者からなる医薬分業推進懇談会を設け、今後の推進方策の検

討をしている。また、昭和60年度からは医薬分業推進モデル地区事業も実施している。」と記載し医

薬分業が政策的に進められた。この結果、平成25年の医薬分業率は67.0％に達し、保険薬局数は55,770

薬局となり、コンビニエンスストアの数(52,902：平成25年日本フィランチャイズチェーン協会）よ

り多い薬局が開設されている。医薬分業は国の推進施策により、バブルのように拡大し国民医療費

39.3兆円の中で、調剤医療費は7兆円を占めるようになった。調剤医療費7兆円の中で、調剤技術料は

1.7兆円となっており、その額に伴う責任も増している。 

 薬局の業務に目を向けると、平成26年6月に施行された薬剤師法改正により、情報提供に加えて必

要な薬学的知見に基づく指導を行うことが義務化された。これは従来の薬剤師の業務に加えて、投

薬後の患者への対応にも責任を持つことを示している。平成26年1月、厚生労働省は、「薬局の求め

られる機能とあるべき姿」を発表した。この中で、薬局に求められる機能として、「①最適な薬物療

法を提供する医療の担い手としての役割が期待されている。②医療の質の確保・向上や医療安全の

確保の観点から医療機関等と連携してチーム医療を積極的に取り組むことが求められる。③在宅医

療において、地域における医薬品等の供給体制や適切な服薬支援を行う体制の確保・充実に取り組

むべきである。④医薬品や医療・衛生材料等の提供拠点としての役割に留まらず、後発医薬品の使

用促進や残薬解消といった医療の効率化について、より積極的な関与も求められる。⑤セルフメデ

ィケーションの推進のために、地域に密着した健康情報の拠点として積極的な役割を発揮すべきで

ある。⑥患者の治療歴のみならず、生活習慣も踏まえた全般的な薬学的管理に責任を持つべきであ

る。」としている。この中に示されていることは、処方箋調剤のみを集中的、効率的に行う調剤薬局

ではなく、地域の中で薬剤師法第1条の「薬剤師は、調剤、医薬品の供給その他薬事衛生をつかさど

ることによって、公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとす

る」を実践する場としての薬局を求めている。調剤、後発医薬品、残薬確認、副作用確認、OTC、

医療・衛生材料、介護用品、在宅医療、フィジカルアセスメント、検体検査、健康・介護・生活習

慣等に関する相談、災害時の医薬品供給、医療機関・多職種との連携など現場力が強い薬局がこれ

から生き残る薬局である。 



略 歴 

学歴・職歴 

昭和 60年 ３月 長崎大学薬学部卒業（薬品合成化学教室） 

昭和 60年 4月 済生会福岡総合病院入職 

平成 2年 12月 済生会福岡総合病院退職 

平成 3年 1月 総合メディカル株式会社入社そうごう薬局行橋店 

平成 4年 ４月 そうごう薬局大村店薬局長 

平成 8年 7月 そうごう薬局上五島店薬局長 

平成 9年 6月 西九州ブロック長 

平成 12年 4月 中･四国薬局運営グループ長 

平成 14年 4月 中･四国薬局運営部長 

平成 16年 4月 総合 SMO株式会社専務取締役 

平成 19年 4月 東日本薬局運営部長 

平成 22年 4月 薬局サポート部長 

平成 24年 4月 執行役員東日本薬局統括部長(現任） 

平成 26年 8月 松村株式会社代表取締役社長（現任） 

           有限会社暁調剤薬局代表取締役社長（現任） 

 

現活動 

日本保険薬局協会事務局 

日本保険薬局協会政策調整部会 

日本薬局学会事務局長 

日本薬局学会倫理審査委員会委員 

病院・薬局実務実習中央調整機構委員 

病院・薬局実務実習関東地区調整機構委員 

長薬同窓会関東支部支部長 

 

 

 

 

 



分子標的抗がん剤の開発研究 

松下 正行 

中外製薬鎌倉研究所 創薬化学研究部 主席研究員 

 

私は長崎大学で学位取得後、約１０年のアカデミックキャリアを経て製薬企業に入社しました。

一風変わった経歴かもしれませんが、ポジションは変わっても研究の興味は一貫して機能性分子

の合成です。これまでに専門の合成化学を活かした共同研究を通じ、生理活性天然物の合成と評

価、機能性抗体の開発、更に創薬化学へとフィールドを広げてきました。現在取り組んでいるテ

ーマは、分子標的抗がん剤の開発を目指したキナーゼ阻害剤の探索です。がん領域はアンメット

メディカルニーズが極めて高い分野ですが、選択性の高いキナーゼ阻害剤は治療効果と安全性の

両立が期待できます。本講演では、最新の臨床候補品の創出を例に、創薬研究の現場の様子につ

いて紹介します。また、研究者のキャリアプランや留学の様子についてもお話ししたいと思いま

す。 



略歴 

平成２年３月 長崎大学薬学部薬科学科 卒業 

平成 5年 4月 日本学術振興会特別研究員（DC2、PD） 

平成 7年 3月 長崎大学大学院薬学研究科博士後期課程（薬品製造化学教室

入江寛教授、宮下正昭助教授、畑山範助教授）修了 

平成 7年 7月 徳島文理大学薬学部薬品物理化学研究室 助手 

平成 10年 10月 米国スクリプス研究所化学科 客員研究員、上級研究員 

平成 12年 1月 同 アシスタントプロフェッサー 

平成 17年 9月 中外製薬鎌倉研究所創薬化学研究部 主席研究員  

現在に至る 

 

受賞歴   

平成 20年 3月 中外製薬研究本部長表彰（共同受賞） 

平成 26年 11月 日本薬学会医薬品化学部会 MCS 優秀賞（共同受賞） 

 

資格  薬剤師、甲種危険物取扱者、認定バイオインフォマティクス

技術者、２級知的財産管理技能士 

 

主要特許 PCT Int. Appl. (2007), WO2007091736 A1 20070816.  

PCT Int. Appl. (2009), WO2009014100 A1 20090129. 

PCT Int. Appl. (2011), WO2011016528 A1 20110210. 

  

主要論文 Science, 2000, 290, 307-313.  

Bioorg. Med. Chem. Lett., 2001, 11, 87-90. 

J. Am. Chem. Soc., 2003, 125, 7164-7165. 

Angew. Chem. Int. Ed., 2003, 42, 5984-5987. 

Angew. Chem. Int. Ed., 2004, 43, 2106-2108. 

J. Am. Chem. Soc., 2005, 127, 2477-2484. 

ACS Med. Chem. Lett., 2013, 4, 1059-1063. 

Bioorg. Med. Chem. Lett., 2013, 23, 6223-6227. 

 

趣味  テニス、ボルダリング、鎌倉散策 

 

https://www.google.co.jp/patents/WO2007091736A1?cl=ja&dq=WO2007091736&hl=ja&sa=X&ei=jumBVLabDMPp8AXgnICoAg&ved=0CBwQ6AEwAA
https://www.google.co.jp/patents/WO2009014100A1?cl=en&dq=WO2009014100&hl=ja&sa=X&ei=t-mBVNG5LILn8AWj34LQBw&ved=0CB4Q6AEwAA
https://www.google.co.jp/patents/WO2011016528A1?cl=ja&dq=WO2011016528&hl=ja&sa=X&ei=4OmBVPuSC4G78gWMiICYDg&ved=0CB4Q6AEwAA
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Science%2C+2000%2C+290%2C+307-313.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11206477
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=J.+Am.+Chem.+Soc.%2C+2003%2C+125%2C+7164-7165.
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.200352793/abstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Angew.%20Chem.%20Int.%20Ed.,%202004,%2043,%202106-2108.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=J.+Am.+Chem.+Soc.%2C+2005%2C+127%2C+2477-2484.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=ACS+Med.+Chem.+Lett.%2C+2013%2C+4%2C+1059-1063.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bioorg.+Med.+Chem.+Lett.%2C+2013%2C+23%2C+6223-62273.


挑戦し続けること—支えてくれる人々への感謝− 

藤田 和歌子 

長崎大学大学院 医歯薬学総合研究科 医療科学専攻 生命医科学講座  

フロンティア生命科学分野 

 

私は「薬剤師になりたい」と思い、平成 7年に長崎大学薬学部薬科学科に入学しました。その

後、実務に携わる薬剤師にも学位を有していいとの先生の考えに共感し、修士号・博士号を取得

するため、分子薬理学研究室（現創薬薬理学研究室）の植田弘師先生のもと、大学院に進学し、

脳神経細胞死の抑制機序解明に取り組む機会を頂きました。そうした中で将来も、アカデミアに

所属して研究を続けたいという思いが強くなり、和歌山県立医科大学医学部で研究活動を続ける

機会を頂き、薬理学教室の岸岡史郎教授のもと、2年間、オピオイドと薬物トランスポーターの

研究活動と、医学部生の実習や基礎研究のサポートを経験する機会を頂きました。その後の 6

年間を、神戸学院大学薬学部の臨床薬学研究室の徳山尚吾先生のもと、これまでの経験を活かし

ながら、脳神経障害に関する研究や薬物トランスポーターに関する研究を中心に展開する機会を

頂きました。加えて、神戸学院大学薬学部では、薬剤師の卵を育てるという観点から、より実務

に近い視点での教育にも携わる機会を頂きました。ちょうど 6年制が開始した時期に赴任し、コ

アカリキュラムに基づく事前実習などの立ち上げに携わる機会を頂きました。実務家の先生のサ

ポートという立場ではありましたが、事前実習や、オスキー試験、実務実習の実施支援に携わる

機会を頂きました。 

教育の現場での 8年間に、多くの学生さんと接する機会を頂くなかで、個々人の成長を間近で

見させて頂き、教育活動のやりがいを感じたことは、今私がここにたっていることの理由のひと

つだと思います。 

その後、主人の後押しがあり、ニューヨークへ留学することを決意しました。2年間のニュー

ヨーク留学では、オピオイド受容体の二量体化を研究していた Dr. Lakshmi A. Devi に師事し、

彼女らが求めていた行動学的解析を行いました。手技手法や研究展開のみならず、プレゼンテー

ションに至るまでこまかく指導して頂き、充実した 2年半を過ごさせて頂きました。現在、私は

2年半のニューヨーク留学を終え、母校である長崎大学大学院医歯薬学総合研究科にて、新しい

分野の設置に関わらせて頂いています。このようなことは、自分の力だけではなし得ないことで

すので、周囲の先生方には感謝しています。 

今回の講演では、私の履歴とその間にたずさわった研究、教育、そしてその時々の意識や考え

についてお話しすることが出来ればと考えています。そして現在興味のある研究について、その

背景と今後の展望を含めた研究成果を紹介し、皆さんの将来のひとつの参考になればと考えてい

ます。 

 



略 歴 

学歴・職歴 

 平成 11年 3月  長崎大学 薬学部 薬科学科卒業 

 平成 11年 4月  長崎大学大学院 薬学研究科 博士前期課程入学 

   （薬学部 植田 弘師 教授）  

 平成 13年 3月  長崎大学大学院 薬学研究科 博士前期課程修了 

 平成 13年 4月  長崎大学大学院 薬学研究科 博士後期課程入学 

   （薬学部 植田 弘師 教授） 

 平成 13年 4月  日本学術振興会特別研究員 (DC1) （〜平成 16 年 3月） 

   （薬学部 植田 弘師 教授） 

 平成 16年 3月  長崎大学大学院 薬学研究科 博士後期課程修了 

 平成 16年 4月  和歌山県立医科大学 医学部 薬理学教室 助手 

   （医学部 岸岡 史郎 教授） 

 平成 18年 4月  神戸学院大学 薬学部 臨床薬学研究室 助手 

   （薬学部 徳山 尚吾 教授） 

 平成 19年 4月  神戸学院大学 薬学部 臨床薬学研究室 助教 

 平成 23年 4月  神戸学院大学 薬学部 臨床薬学研究室 講師 

 平成 24年 4月  米国マウントサイナイ医科大学 アシスタントサイエンティスト 

   （医学部 Lakshmi A. Devi 教授） 

 平成 26年 11月 長崎大学医歯薬学総合研究科 医療科学専攻 生命医科学講座  

   フロンティア生命科学分野 准教授 

 現在に至る 

 

受賞歴 

平成 13 年 3 月  長崎大学学長賞 受賞 

平成 15 年 11 月 第 20回 日本薬学会九州支部大会 優秀発表賞 受賞 「インス

リンによる PKC 活性化を介した神経ネクローシス保護作用」 

平成 25 年 7 月  Travel Award, International Narcotics Research Conference 2013, “A 

μOR-δOR heteromer-biased ligand with antinociceptive activity” 

 

所属学会 

日本薬理学会、日本薬学会、鎮痛薬・オピオイドペプチド研究会、日本神経科学学会、北

米神経科学学会、日本医療薬学会、日本緩和医療薬学会 

 



ポスター発表演題（ポスター掲示：13：30-14：50、討論：14：55-15：50） 

＜学部生の部＞ 
 
Ｐ1. 小村紗世・天然物化学 

「新たな発酵手法を活用した地域資源からの機能性食品の開発」 
 
Ｐ2. 杉原啓介・天然物化学 

「緑茶−熟茶混合発酵におけるポリフェノール類の微生物代謝」 
 
Ｐ3. 宇都宮 研・薬剤学 

「肝臓表面投与における 5-fluorouracilの肝内分布に及ぼす dihydropyrimidine dehydrogenase阻

害剤の影響」 
 
Ｐ4. 猪飼友里・薬剤学 

「PEG修飾リポプレックスの肝臓選択的遺伝子導入における調製条件の影響」 
 
Ｐ5. 池田朝美・医薬品情報学 

「エトカチノンとプロカインの併用がマウス脳内モノアミンへ及ぼす影響の評価」 
 
Ｐ6. 金城実可子・医薬品情報学 

「長崎県離島住民の全血中葉酸濃度と同一検体における血漿ホモシステイン濃度との関連性」 
 
Ｐ7. 山岡真理子・医薬品情報学 

「腫瘍関連マクロファージを標的とした超音波増感剤封入バブルリポソームによるがん治療：in vitro 

による評価」 
 
Ｐ8. 毛屋幸司・薬物治療学 

「うつ病患者における抗うつ薬感受性および統合失調症併発を予測するバイオマーカーの同定」 
 
Ｐ9. 大葉春奈・薬物治療学 

「Gefitinib耐性機構 bypass tracksの解明」 
 
Ｐ10. 吉村 萌・薬物治療学 

「インフリキシマブ治療感受性遺伝子の同定」 
 
Ｐ１１．日下世菜・薬用植物学 

「長崎県産トウゲシバ (Huperzia serrata) の成分研究」 
 
Ｐ１２．吉見春香・薬品分析化学 

「イムノコンプレキソーム解析によるがん患者の免疫複合体の網羅的解析：肺癌特異的な免疫複合

体の発見」 
 
Ｐ１３．永井海舟・薬品分析化学 

「抗酸化能を可視化できる化学発光イメージング技術の開発」 
 
 

 



＜大学院生の部＞ 
 
（博士前期課程） 

Ｐ１４．徳留利恵・細胞制御学 

「ミトコンドリア局在プロテインホスファターゼ PGAM5の核における機能の解析」 
 
Ｐ１５．古岡真菜・細胞制御学 

「脂肪細胞における TNF-αによる Caspase-1活性化機構」 
 
Ｐ１６．若松初美・天然物化学 

「アラカシ葉に含まれるエラジタンニンの立体構造と酵素酸化生成物の解明」 
 
Ｐ１７．西村光洋・医薬品情報学 

「超音波照射とバブルリポソームを利用したマウス腹腔内組織への遺伝子導入法の開発」 
 
Ｐ１８．原口綾奈・医薬品情報学 

「組織吸引圧法によるマウス肝臓への遺伝子導入の最適化」 
 
Ｐ１９．松本洋平・医薬品合成化学 

「TFA-HNO3酸化系を用いた環境調和型メタルフリーアジピン酸合成法」 
 
Ｐ２０．古川かほり・薬化学 

「側鎖に(-)-メントン由来のアセタールを有する環状ジ置換アミノ酸とその含有ペプチドの合成とコ

ンフォメーション解析」 
 
Ｐ２１．石川夏海・衛生化学 

「Survivin を標的とした腫瘍イメージング剤の開発  －4,6-ジアリール-2-ピリドン誘導体の合成と

評価－」 
 
（博士後期課程） 
 
Ｐ２２．辻田高明・天然物化学 

「茶ツバキ混合発酵茶の成分とツバキサポニン定量法」 
 
Ｐ２３．川久保 昂・ゲノム創薬学 

「アルツハイマー病神経病理における DYRK1A と RCAN1の機能的役割に関する研究」 
 
Ｐ２４．川崎仁央・衛生化学 

「Synthesis and Evaluation of 125I Labeled Acridine Derivatives for Prion Imaging」 
 
  



 

第２回先導的薬剤師の未来像を考えるシンポジウム 

講演要旨集 

本テキスト掲載の著作物の無断複製・転載を禁じます。 

 

事務局(問い合わせ) 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 

医薬品情報学分野 渕上由貴 

E-mail: y-fuchigami@nagasaki-u.ac.jp 

  

 

主催：長崎大学薬学部、長崎大学薬学部地域薬剤師卒後教育研修センター 

後援：長薬同窓会、長崎大学薬学部下村脩博士ノーベル化学賞顕彰記念創薬研究教育センター、

長崎大学薬学部臨床薬剤師養成センター 

 

世話人： 

長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 川上 茂（医薬品情報学分野） 

長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 中嶋幹郎（実践薬学分野） 

 

実行委員： 

長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 畑山 範（薬品製造化学分野） 

長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 中山守雄（衛生化学分野） 

長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 塚元和弘（薬物治療学分野） 

長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 西田孝洋（薬剤学分野） 

長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 城谷圭朗（ゲノム創薬学分野） 

長崎大学病院薬剤部        北原隆志（治療薬剤学分野） 

長崎大学病院薬剤部        鶴丸雅子（臨床研究センター） 

長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 大山 要（薬品分析化学分野） 

長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 齋藤義紀（天然物化学分野） 

長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 宮元敬天（薬剤学分野） 

長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 渕上由貴（医薬品情報学分野） 

 

学生ボランティア： 

原口綾奈、三浦雄介、池田朝美、大山奈津子、西上依里、西村光洋、山岡真理子、 

山根理恵子、佐藤大樹、佐藤 萌、菅 忠明、橋口佳恵、古海沙喜、蒔添敬之、牧野桜子、

鎭田頼直、野村紗希子、廣石 収、米澤敬大、渡邊公則、井手陶子、岩田 栞、上西真理子、 

西畑智世、相原希美、堀 裕輝、山之内晶子、大渡遼介、若松初実 




