
四国発信！ダイバーシティ研究環境
調和推進プロジェクト

2018年度
ダイバーシティ推進
研究交流発表会・
情報交換会
【同時開催】
n キャリア形成支援セミナー
n リーダー育成セミナー
n 研究力伸張セミナー
n 四国5大学男女共同参画推進連絡
協議会WG会議

平成30年度文部科学省科学技術人材育成費補助事業「ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ(牽引型)」

グランドエクシブ鳴門
ザ・ロッジ

主催：四国ダイバーシティ推進委員会
（徳島大学、鳴門教育大学、香川大学、愛媛大学、高知大学、徳島県立工業技術センター、
徳島県立農林水産総合技術支援センター、アオイ電子株式会社、協和株式会社）

2019/2/15 (金) -16 (土)



FRI. Feb. 15

SAT. Feb. 16

開会挨拶 徳島大学長 野地澄晴13:30
キャリア形成支援セミナー
“In Pursuit of New Opportunities” 
講師：笠茂紗千子氏

旭川医科大学病院臨床研究支援センター助教

13:35

研究交流発表会①14:45

16:25 リーダー育成セミナー
“人生１００年時代 機は熟したり”
講師：西野瑞穂氏

徳島大学名誉教授
閉会17:25

情報交換会19:00

開会挨拶 徳島大学理事・副学長 根本幸枝9:30
研究交流発表会②9:35

12:00 研究力伸張セミナー（ランチョンセミナー）
“戦略的アウトリーチと
クラウドファンディングの活用について ” 

講師：橋爪太氏
徳島大学リサーチ・アドミニストレーター
一般社団法人大学支援機構
クラウドファンディングOTSUCLE(おつくる) 

閉会挨拶 副理事・徳島大学AWAサポートセンター長
葉久真理

13:00

アンケート調査記入・集合写真撮影13:05

四国５大学男女共同参画推進連絡協議会WG会議13:30

終了13:20
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キャリア形成支援セミナー

“In Pursuit of New Opportunities” 

講師：笠茂紗千子先生
旭川医科大学病院臨床研究支援
センター助教

座長：葉久真理先生
徳島大学 AWAサポートセンター長

ご略歴

高校からニュージーランドで教育を受け、オークランド大学薬学部卒業後、ニュージー
ランドの薬剤師免許を取得したのちに、現地の薬局とメディカルセンターで薬剤師とし
て勤務。帰国後、旭川医科大学病院薬剤部に一年間所属後、京都大学大学院医学研究科
社会健康医学系専攻、社会健康医学修士(専門職)を修了。現在は旭川医科大学病院臨床
研究支援センターに勤務。

講演要旨

多様性“diversity” が様々な側面で注目されている現在、ニュージーランドと日本の２か
国での教育と実務経験の中で“new opportunities” のチャンスに恵まれながら今に至って
います。Early career researcherの私がこれまでの経験を積む過程において、自身の考
え方の変化とその取り巻く環境、出逢い等から影響を受けてきたことについて振り返り
ながら一個人のストーリーとしてお話し致します。
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リーダー育成セミナー

“人生１００年時代 機は熟したり” 

講師：西野瑞穂先生
徳島大学名誉教授

座長：堀利栄先生
愛媛大学学長特別補佐
女性未来育成センター長

ご略歴

１９６５年３月 大阪大学歯学部卒業
１９６９年３月 大阪大学大学院歯学研究科修了 歯学博士
１９７０年９月―７１年９月 アメリカ・イリノイ大学歯学部客員研究員
１９７７年５月 徳島大学歯学部教授
１９８９年４月 中華人民共和国南通医学院名誉教授
１９９３年４月―９７年３月 徳島大学歯学部附属病院長
２００１年７月―０３年３月 徳島大学学長補佐
２００６年３月 德島大学定年退職
２００６年４月 徳島大学名誉教授
２００６年７月―０８年４月 モンゴル健康科学大学客員教授
２００６年８月―１１年９月 日本学術会議連携会員
２００８年４月 モンゴル健康科学大学（現モンゴル国立医科大学）名誉教授
２００８年４月 モンゴル歯科医師会名誉会員
康楽会賞/徳島新聞・科学賞/国際ソロプチミスト徳島・女性栄誉賞/医療功労賞（厚生大
臣）/FDI国際賞/日本障害者歯科学会功労賞/日本小児歯科学会学会賞/日本歯科医学会会
長賞/山上の光賞

講演要旨

＜老後の初心忘るべからず（世阿弥）＞の心境にある演者が、人生１００年時代、＜貴
女が輝くのは今でしょ！＞というエールを贈ります。一所懸命努力しているが周りがみ
とめてくれない？ ＜至誠にして動かざるは未だ足らざるなり（吉田松陰）＞ 喝！
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研究力伸長セミナー
座長：清水裕子先生

香川大学 医学部教授
男女共同参画推進室副室長

講師：橋爪太氏
徳島大学リサーチ・アドミニストレーター
一般社団法人大学支援機構
クラウドファンディング
OTSUCLE(おつくる)

“戦略的アウトリーチと
クラウドファンディングの活用について ” 

ご略歴

1977年 滋賀県生まれ。
1999年 徳島大学中退後、様々な業態の飲食店で店舗マネージャーを経験。
2012年 プログラミングを学びシステム開発会社のビザンコムに入社。
2015年 独立し個人事業としてHOTMIXを創業。
2016年 徳島大学へ外部資金の獲得のためリサーチアドミニストレーターに就任。
一般社団法人大学支援機構の設立に参画し、クラウドファンディングサイトOtsucle
（おつくる）の開発と運営に携わってきた。
現在までに徳島大学の17件のプロジェクト全てに関わり、総額約2300万円の寄付を獲
得し、成功率80%以上の実績を作る。
Otsucleでは、徳島県や市などの行政の案件や地域のNPOなどの活動の案件を含めると
45件以上のプロジェクトを実施し、総額約4500万円の支援を獲得した。

講演要旨

２年半で45件のクラウドファンディングを行い、総額4500万円以上の支援を獲得した
実績をもとに、クラウドファンディングを成功させるために必要なノウハウと失敗のパ
ターンをお話しいたします。
大学支援機構の考える、戦略的アウトリーチとクラウドファンディングのサポート体制
について説明致します。
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研究交流発表会① 15日14 : 45  -16 : 20

座長：廣瀬淳一先生
高知大学安全・安心機構准教授
男女共同参画推進室長

共同研究プロジェクト
発表 14:45-15:45
（発表9分質疑応答3分）

1-1  徳島大学 田良島典子
「医薬応用を目指した「ゲノム編集技術」の確立－四国５大学から広がる女性
研究者のネットワーク－」

1-2  徳島大学 藤原奈津美
「撥菌効果を有するポリマーを用いた口腔疾患予防への応用について」

1-3  香川大学 村上あきつ
「医学生への『もしばなゲームTM』を用いたアドバンス・ケア・プラニング教育」

1-4 高知大学 都留英美
「コンプレキシンによる抗体分泌制御が全身性エリテマトーデスの病態進行抑制に
果たす役割」

1-5 徳島県立農林水産総合技術支援センター 新居美香
「香酸カンキツ搾汁残さ等の再資源化と芳香成分の用途開発」

ショットガン
プレゼンテーション
15:50-16:20
（発表2分）

1 伊藤桃代 徳島大学

2 叶奈緒美 徳島大学

3 中本真理子 徳島大学

4 桑野由紀 徳島大学

5 石澤有紀 徳島大学

6 阪間稔 徳島大学

7 森田明典 徳島大学

8 越智進太郎 徳島大学

9 座間味義人 徳島大学

10 友成さゆり 徳島大学

11 村上弥生 香川大学

12 Alexandra Abrajevitch (サーシャ) 愛媛大学

13 劉爽 愛媛大学

14 関屋伸子 高知大学

15 佐藤裕久・本田梨英子 協和株式会社
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研究交流発表会② 16日9 : 35  -11 : 50

2-1  徳島大学 押村美幸
「エステル交換反応を用いたポリマー側鎖変換によるカチオン性ポリマーの合成と
特性評価」

2-2  徳島大学 向井理恵
「骨格筋を標的とした機能性食品の開発に向けた基盤研究」

2-3  鳴門教育大学 福井典代
「風合いの異なる布の力学特性が衣服の見え方に及ぼす影響」

2-4  香川大学 磯打千雅子
「大災害の時代を生きる女性のための防対対策に関する研究

～「ライフステージフリー」の実現に向けて～」

2-5  香川大学 清水裕子
「日本型学校保健システムを取り入れたカンボジア保健教員養成方法の開発に関
する研究」

2-6  高知大学 小島優子
「学協会における男女共同参画のグッド・プラクティス」

座長：柴田潤子先生
香川大学法学部教授
男女共同参画推進室室長

ショットガン
プレゼンテーション
10:50-11:06

（発表2分）

共同研究プロジェクト
発表 9:35-10:47
（発表9分質疑応答3分）

グループ
ディスカッション
11:20-11:50

1 新村 徳島大学

2 合田光寛 徳島大学

3 上手洋子 徳島大学

4 金井純子 徳島大学

5 細木真紀 徳島大学

6 上村忍 香川大学

7 廣瀬淳一 高知大学

8 吉本亮子 徳島県立工業技術センター

コーディネーター：阪間稔先生
徳島大学AWAサポートセンター啓発・広報部門主任
大学院医歯薬学研究部 放射線理工学分野教授
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