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平成28年度第３回

四国5大学連携
女性研究者研究交流発表会

文部科学省科学技術人材育成費補助事業
平成26年度女性研究者研究活動支援事業（連携型）

グランディ鳴門・ザ・ロッジ

鳴門市北灘町折野字大川筋182

主催：四国5大学男女共同参画推進連絡協議会

徳島大学・鳴門教育大学・香川大学・愛媛大学・高知大学

2017年2月3日|金|13:30-17:20

2017年2月4日|土| 9:00-12:50



2017年2月3日|金|

2017年2月4日|土|

Schedule

13:30 開会の挨拶

代表機関 徳島大学長 野地 澄晴

13:35 ショットガンプレゼンテーションⅠ

司会：香川大学男女共同参画推進室 副室長 清水 裕子

14:20  共同研究プロジェクト発表会Ⅰ

司会：愛媛大学ダイバーシティ推進本部女性未来育成センター長 土屋 由香

15:05  休憩（10分）

15:15 共同研究プロジェクト発表会Ⅱ

司会：高知大学男女共同参画推進室長 廣瀨 淳一

16:00  講演 テーマ｢女性研究者の活躍が世界を救う！｣

講師

東北大学総長特別補佐（男女共同参画担当）

東北大学大学院医学系研究科 教授

附属創生応用医学研究センター長 大隅 典子 氏

座長：徳島大学副理事・AWAサポートセンター長 葉久 真理

17:10  アンケート記入（1日目参加者）

17:15  閉会の挨拶

代表機関 徳島大学理事 阿部 幸輔

17:20  写真撮影(参加者全員・研修会場内) ＊鍵お渡し

18:30  情報交換会

20:30  終了

9:00 開会の挨拶
代表機関 徳島大学理事 阿部 幸輔

9:05 講演 テーマ｢大学における知財の重要性と注意点｣
講師
徳島大学副理事（産官学連携担当）・研究支援・産官学連携センター長
織田 聡
座長：香川大学男女共同参画推進室 副室長 石井 明

10:05  ショットガンプレゼンテーション
司会：香川大学男女共同参画推進室 コーディネーター 村上 弥生

10:30  休憩（10分）
10:40  共同研究プロジェクト発表会Ⅲ

司会：鳴門教育大学男女共同参画推進室 副室長 坂本 有芳

11:10  共同研究プロジェクト発表会Ⅳ
司会：高知大学男女共同参画支援ステーション長 小島 優子

11:40  キャリアパス支援ランチョンセミナー 〈連携企業の業界説明〉
大塚製薬株式会社人事部徳島駐在（研究・生産担当）部長補佐 山田 圭吾 氏
株式会社大塚製薬工場研究開発センター鳴門研究所長 土居 雅子 氏
司会：徳島大学AWAサポートセンター コーディネーター 中島 佳子

12:40  アンケート記入（2日目参加者）

12:45  閉会の挨拶
徳島大学副理事・ＡＷＡサポートセンター長 葉久 真理

12:50  写真撮影（参加者全員・ホテル玄関前）※天候によりホテル1階ロビー
13:00 終了
13:00  平成28年度第2回四国5大学男女共同参画推進連絡協議会ワーキンググループ会議（同委員）

挨拶：代表機関 徳島大学理事 阿部 幸輔
議長：徳島大学副理事・AWAサポートセンター長 葉久 真理

総合司会：徳島大学AWAサポートセンター部門主任 阪間 稔

総合司会 徳島大学AWAサポートセンター部門主任 伊藤 桃代
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女性研究者の活躍が世界を救う！

東北大学総長特別補佐
（男女共同参画担当）
東北大学大学院医学系研究科 教授
附属創生応用医学研究センター長

大隅 典子 氏

〈ご略歴〉

最終学歴 平成元年3月 東京医科歯科大学大学院歯学研究科博士課程修了
学 位 歯学博士
専門分野 発生生物学,分子神経科学，神経発生学

職 歴
平成 元年 4月 東京医科歯科大学 顎口腔総合研究施設

顎顔面発生機構研究部門 助手
平成 3年 4月 東京医科歯科大学大学院 生体機能制御歯科学系

発生機能制御学講座 助手
平成 8年11月 国立精神神経センター 神経研究所 室長
平成10年11月 東北大学大学院医学系研究科 教授(～現在)
平成18年11月 東北大学総長特別補佐(男女共同参画担当) (～現在)
平成20年 4月 東北大学ディスティングイッシュトプロフェッサー(～平成23年3月)
平成27年 4月 東北大学大学院医学系研究科

附属創生応用医学研究センター長(～現在)

講 演Ⅰ 座長：徳島大学副理事・AWAサポートセンター長 葉久 真理

講師

テーマ

2/3/2017
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閉会の挨拶

徳島大学理事 阿部 幸輔

情報交換会

開会の挨拶

代表機関 徳島大学長 野地 澄晴

乾 杯

徳島大学副理事・研究支援・産官学連携センター長 織田 聡

ス ピ ー チ

東北大学総長特別補佐（男女共同参画担当）
東北大学大学院医学系研究科 教授
附属創生応用医学研究センター長 大隅 典子 氏

抽 選 会

閉会の挨拶

徳島大学副理事・AWAサポートセンター長 葉久 真理

終 了

写真撮影

1日目参加者全員（研修会場内）

2/3/2017
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大学における知財の重要性と注意点

徳島大学 副理事（産官学連携担当）
研究支援・産官学連携センター長
弁理士

織田 聡 氏

講 演Ⅱ 座長：香川大学男女共同参画推進室 副室長 石井 明

開会の挨拶

徳島大学理事 阿部 幸輔

テーマ

講師

2/４/2017

〈ご略歴〉

学 歴
昭和59年3月 筑波大学 第二学群生物学類卒業
昭和61年3月 大阪大学大学院 医学研究科 修士課程修了
平成 4年3月 博士（医学）（大阪大学）

職 歴
昭和63年4月 塩野義製薬株式会社 入社 医科学研究所勤務

発癌遺伝子および成人T細胞白血病ウイルスに関する研究に従事
平成10年1月 米国・コロラド大学 分子細胞発生学部門 客員研究員

モデル動物を用いた、発癌遺伝子の機能解析に関する研究に従事
平成12年4月 塩野義製薬株式会社 創薬研究所 主幹研究員

新規抗癌剤の研究開発に従事
平成18年4月 塩野義製薬株式会社 知的財産部 グループリーダー

医薬品の特許出願、訴訟、ライセンス、産学連携等に従事
平成18年6月 弁理士登録
平成25年4月 塩野義製薬株式会社 退職
平成25年4月 国立大学法人徳島大学 産学連携推進部 教授
平成27年4月 国立大学法人徳島大学 研究支援・産官学連携センター 教授
平成28年4月 国立大学法人徳島大学 副理事 研究支援・産官学連携センター長
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●キャリアパス支援ランチョンセミナー

ー連携企業の業界説明ー

2/４/2017

閉会の挨拶

徳島大学副理事・AWAサポートセンター長 葉久 真理

写真撮影

2日目参加者全員（グランディ鳴門・ザ・ロッジ玄関前）

終了

平成28年度第2回四国5大学男女共同参画推進連絡協議会

ワーキンググループ会議（同委員）

挨拶 代表機関 徳島大学理事 阿部 幸輔

議長 徳島大学副理事・AWAサポートセンター長 葉久 真理

株式会社大塚製薬工場
研究開発センター鳴門研究所長

土居 雅子 氏

大塚製薬株式会社
人事部徳島駐在（研究・生産担当）部長補佐

山田 圭吾 氏
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・問合せ先

国立大学法人徳島大学 AWAサポートセンター

〒770-8503 徳島市蔵本町3-18-15

TEL 088-633-7538 内線（蔵本83）7629

FAX 088-633-7572

E-mail awa@tokushima-u.ac.jp

URL http://www.awasapo.tokushima-u.ac.jp
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