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中央区民カレッジ講座案内　2019年度　後期分

連携講座　③－1【聖路加国際大学】

◆住み慣れた場所で健康に暮らそう
　　　　　高齢化社会と呼ばれる日本社会の人口構成の変化は他のど
の国よりも短期間で起こっています。団塊の世代が75歳以上となる
2025年以降は医療や介護の需要が、さらに増えることが見込まれて
います。
　この講座ではこの問題を身近に捉え、高齢になっても住み慣れた地
域で暮らすために知っておきたいことやからだをいたわり養生する方
法など、病気の有無にかかわらず、その人なりの健康な暮らしについ
て皆で考え、学びます。演習では介護予防のための運動やヨーガを取
り入れたからだの動かし方を実践します。

【第4回、第5回（ヨーガの回）の持ち物】
動きやすい服装（できればジャージ、Tシャツなどが望ましい）、靴下（ストッキング不可）、バスタオル（リ
ラックスタイムの際に身体を覆えるもの）、飲み物
※当日は更衣室をご用意します。

主　題

回�数 日　程 講　義　内　容 講　師　名

第1回  9/11（水）「ほぼ在宅、時々入院の老後」を自分で作り出す方法 山田　雅子
第2回  9/25（水） からだの不調とのつきあい方、セルフケア 津田　篤太郎

第3回 10/ 9（水） ロコモティブシンドロームについて
―健康寿命と運動のススメ― 前田　洋平

第4回 10/23（水） 生活にヨーガを取り入れて介護予防①
花村　睦

第5回 11/ 6（水） 生活にヨーガを取り入れて介護予防②

講　師　紹　介

　聖路加国際大学教授、同大学教育センター生涯教育部部
長。聖路加看護大学卒業後、聖路加国際病院、セコム在宅
医療システム㈱、セコメディック病院、厚生労働省を経て、
2007年より現職。在宅看護の発展を願って、長年さま
ざまな立場で取り組んでいる。現在、認知症の母を介護中。

山田�雅子（やまだ　まさこ）

　クリスタルクリア代表。立教大学・日本女子大学卒業。
米国・インドでヨーガを学び、「聞き合うコト・つなぐコ
ト」をテーマに、ヨーガやコミュニケーションの講座を
開催。誰にでも分かりやすい方法で、ハタヨーガストレッ
チと瞑想を行う。

花村　睦（はなむら　むつみ）

　聖路加国際病院アレルギー膠原病科医長。天理よろづ相
談所病院、東京女子医科大学、北里大学大学院医療系研究
科（東洋医学）、ＪＲ東京総合病院を経て2014年より現職。
日本リウマチ学会専門医、日本東洋医学会漢方専門医。西
洋医学と漢方の双方を生かす医療をめざしている。

津田　篤太郎（つだ�とくたろう）

　聖路加国際病院リハビリテーション科アシスタントマ
ネジャー、理学療法士。広島大学医学部保健学科卒業後、
聖路加国際病院リハビリテーション科入職。主に脳血管
疾患、運動器疾患、糖尿病などを担当。週に一回、訪問
リハビリテーションにも従事している。

前田　洋平（まえだ　ようへい）

聖路加国際大学
2号館

　　メトロ日比谷線

　　メトロ有楽町線

新富町駅

築地駅

3出口

6出口
4出口

明石小学校

リハポート明石等複合施設

聖路加国際大学 聖路加国際病院

3出口

6出口
4出口

コミュニティバス
「聖路加
　国際病院」

コミュニティバス
「あかつき公園」

中央区保健所等複合施設

中央区保健所等複合施設あかつき公園あかつき公園

リハポート明石等複合施設

会 　 場 　 図

中央区築地3－8－5
☎6226－6388

定員28名

講座番号　③－1
時　間：午後6時～7時30分
場　所：聖路加国際大学2号館
回　数：5回
受講料：1,500円
保険料：100円
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中央区民カレッジ講座案内　2019年度　後期分

連携講座　③－2【三井記念美術館】

◆展覧会を観る
講座番号　③－2
時　間：午後2時～4時
場　所：三井記念美術館
回　数：3回
受講料：900円
入館料：2,100円（3回分）

　　　　　三井記念美術館が開催する2019年度後半の展覧会にあわ
せ、企画担当者がそれぞれの専門の立場から講義を行います。
　２時間のうち１時間が講義、あとの１時間が展覧会の自由見学です。

※はじめて受講される方が優先されます。
※ 当日欠席者には、翌日以降の平日午前９時〜午後５時に、区役所６

階文化・生涯学習課生涯学習係で入場券をお渡しします。

主　題

回�数 日　程 講　義　内　容 講　師　名

第1回 10/22（火） 特別展　茶の湯の名碗「高麗茶碗」 赤沼　多佳

第2回 1/21（火） 国宝　雪松図と明治天皇への献茶 清水　実

第3回 2/25（火） 三井家のおひなさま 小林　祐子

首都高速道路

首
都
高
速
道
路

会 　 場 　 図

中央区日本橋室町2－1－1 三井本館7階
☎5777－8600

定員40名

特別展　茶の湯の名碗「高麗茶碗」2019年9月14日（土）～12月1日（日）
　高麗茶碗は本来朝鮮半島の日常的な器として焼かれた碗ですが、日本で侘茶に適った茶碗として見出され、賞翫されま
す。作行きは焼かれた時期や地域によって異なりますが、一碗ごとの違いが茶碗の個性として受けとめられ、桃山時代天
正年間以後、大いに流行します。また江戸時代には日本向けに新しい高麗茶碗が焼かれています。本展では高麗茶碗の全
体像とそれぞれの魅力を紹介します。

国宝　雪松図と明治天皇への献茶　2019年12月14日（土）～2020年1月30日（木）
　改元にちなみ、天皇に関係する作品を選んでの展示会です。明治20年2月1日、京都御所の博覧会場で開催された京
都博覧会において、三井家が明治天皇への献茶を行いました。応挙の雪松図屏風を囲い屏風とし、床には定家の小倉色紙、
北三井家伝来の茶道具の名品を使った献茶席の再現です。ほかに天皇の宸翰や献上品の写しなど、天皇・皇室に関わる作
品を選んでの展示は、改元の年に相応しい展覧会といえます。

三井家のおひなさま　特別展示　かわいい御所人形　2020年2月8日（土）～4月5日（日）
　恒例となりました、日本橋に春の訪れを告げる「三井家のおひなさま」展。三井家の夫人や娘たちがこよなく愛した、
ひな人形・ひな道具の華麗なる競演をお楽しみください。
　展示室７では、真っ白な肌とふくよかな体つきが愛らしい御所人形を紹介します。京都の公家に愛され、のちに大名や
民間にも普及した御所人形のかわいらしさをぜひご堪能ください。

三井記念美術館　展覧会スケジュール

講　師　紹　介

　三井記念美術館参事。東京国立博物館調査員、裏千家茶
道資料館学芸部長を経て、2005年から現職。専門は東
洋陶磁・茶道美術。

赤沼　多佳（あかぬま　たか）

　三井記念美術館学芸部長。國學院大學史学科卒業。専
門は宗教美術史・文化史、茶道美術。

清水　実（しみず　みのる）

　三井記念美術館主任学芸員。学習院大学大学院人文学
科研究科博士後期課程単位取得退学。財団法人永青文庫
学芸員を経て2004年10月から現職。専門は日本漆工史。

小林　祐子（こばやし　ゆうこ）
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中央区民カレッジ講座案内　2019年度　後期分

　　　　　歌舞伎は江戸時代の日本人が創り出したエンターテ
インメントの最高傑作と言えるでしょう。そこには優れた色彩
感覚や音楽、言葉の遊びが溢れ、綿密に練り上げられたストー
リーは自由奔放に展開し、時には奇想天外な楽しさで観客を魅
了します。その主役はなんといっても、舞台で華やかなオーラ
を放つ歌舞伎俳優たち。時代を超えて、脈々と受け継がれてき
た芸は、観客からパワーを得てますます輝き出す……、だから
歌舞伎は面白い！
　今回の講座では、歌舞伎座一等席での観劇（11月公演）を
通して歌舞伎の楽しさを体感していただきます。

※初めて受講される方が優先されます。
※ ゲストなどの都合により、講座内容が変更となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

連携講座　③－3【松竹株式会社】

◆歌舞伎ものしり講座
主　題

回�数 日　程 講　義　内　容 講　師　名

第1回 10/ 9（水） 衣裳のおもしろさ

金田　栄一

第2回 10/23（水） 江戸のあれこれ

第3回 11/ 6（水） 観劇の手引きと観劇

第4回 11/20（水） 平成から令和へ〜新たな歌舞伎の創造

第5回 12/ 4（水） 歌舞伎キーワード

講　師　紹　介

　歌舞伎座舞台㈱顧問。大学在学中は歌舞伎研究会に所属し、1971年立教大学卒業後、松竹㈱入社。歌

舞伎座宣伝課長、副支配人、支配人、演劇本部ゼネラルマネージャーを経て、2005年5月から㈱伝統文

化放送代表取締役社長就任。2008年から歌舞伎座舞台㈱代表取締役社長、2012年から現職。

金田　栄一（かねだ　えいいち）

都営浅草線
東銀座駅

めトロ日比谷線
都営浅草線
東銀座駅

京橋郵便局

築地社会
教育会館

メトロ日比谷線
都営浅草線
東銀座駅

会場図（第3回講義終了後）

中央区銀座4－12－15
歌舞伎座外観

11/6観劇時を除く

託児付
【対象】
2歳半～
未就学児

定員80名

講座番号　③－3
時　間：午後3時～4時30分
　　　　※第3回は午後3時～9時頃
場　所：築地社会教育会館ほか
　　　　※第3回は講義後、歌舞伎座
回　数：5回
受講料：2,500円
観劇料：14,000円～15,000円
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中央区民カレッジ講座案内　2019年度　後期分

連携講座　③－4【奈良まほろば館】

◆新元号「令和」と『万葉集』
定員70名（35名は中央区、35名は奈良まほろば館で募集）

　　　　　2019年5月1日から新しい元号「令和」になりま
した。
　「令和」の出典は『万葉集』の「梅花の歌三十二首」（巻五・
815〜846番歌）の序文です。
　この講座ではそれにちなみ、梅花の歌三十二首の序文と中国
文学との関係や、梅花の宴の主催者であった大伴旅人について、
日本の年号についてなど、さまざまな切り口から専門家に語っ
ていただき、現存最古の和歌集であり奈良県にゆかりの深い『万
葉集』の魅力をお伝えします。

主　題

回�数 日　程 講　義　内　容 講　師　名
第1回 9/23（月）「令和」と古代日本の元号 北川　和秀
第2回 10/22（火） 梅花の歌と中国文学 鈴木　道代
第3回 11/ 3（日） 旅人から家持へ―「令和」のまなざし― 市瀬　雅之
第4回 11/24（日）『万葉集』巻五と大伴旅人 井上　さやか

講　師　紹　介

講座番号　③－4
時　間：午後2時～3時30分
場　所：奈良まほろば館2階
回　数：4回
受講料：1,200円

　奈良まほろば館では、奈良の特産品・伝統工芸品・産地直送
の大和野菜などを販売。
　また、奈良に詳しい観光コンシェルジュが観光情報をご案内
しますので、ぜひお立ち寄りください！
　詳細はホームページ（https ://www.mahoroba-kan.jp/）
をご覧ください。

【交通】　■地下鉄 銀座線・半蔵門線「三越前駅」Ａ1 出口
　■東京駅八重洲口からメトロリンク日本橋（無料バス）

車下」駅前越三鉄下地「

コレド室町 1

会 　 場 　 図奈良まほろば館での募集　35名

中央区日本橋1－6－2
日本橋室町162ビル2F　☎3516－3931

　群馬県立女子大学名誉教授。文学博士。専門は上代文学、
上代語の表記など。著書に『続日本紀宣命　校本・総索引』
（吉川弘文館）、『群馬の万葉歌』（あかぎ出版）。大野晋編『古
典基礎語辞典』（角川学芸出版）の項目執筆など。

　創価大学助教。博士（文学）。専門は、『万葉集』を中
心とした上代文学。著書に『大伴家持と中国文学』（笠間
書院）、共著に『古事記歌謡注釈　歌謡の理論から読み解
く古代歌謡の全貌』（新典社）がある。

　梅花女子大学文化表現学部教授。博士（文学）。専門は、
上代文学。著書に『大伴家持論	文学と氏族伝統』、『万葉
集編纂論』、『北大阪に眠る古代天皇と貴族たち』（梅花学
園生涯学習センター）、共著に『東海の万葉歌』（おうふう）、
『万葉集編纂構想論』（笠間書院）など。

　奈良県立万葉文化館指導研究員。博士（文学）。専門分
野は『万葉集』を中心とした日本文学・日本文化。著書に『山
部赤人と叙景』、『万葉集からみる「世界」』（新典社）、監
修に『マンガで楽しむ古典	万葉集』、『マンガ	はじめて読
む	古事記と日本書紀』（ナツメ社）などがある。

北川　和秀（きたがわ　かずひで） 鈴木　道代（すずき　みちよ）

市瀬　雅之（いちのせ　まさゆき） 井上　さやか（いのうえ　さやか）

　定員の半数は奈良まほろば館で募集します。区外の方
もお申し込みできます。

【申し込み方法】
　奈良まほろば館のホームページ「講座案内」
　（https://www.mahoroba-kan.jp/course.html）
　の申し込みフォームまたは往復はがきで
　（記載事項は本誌1ページ、記入例の①〜⑦）
　8月16日（必着）までに申し込む。

【申し込み先】
〒103-0022
　　中央区日本橋室町1-6-2　奈良まほろば館
※ 中央区（区内在住・在勤・在学者）か奈良まほろば館（ど

なたでも）か、どちらか一方でお申し込みください。
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中央区民カレッジ講座案内　2019年度　後期分

　　　　　小津和紙は承応二年（1653年）創業、東京日本橋の和紙専
門店です。今回は日本橋に生まれた浮世絵師 歌川国芳について江戸文化
研究家の先生にお話をしていただきます。国芳と小津和紙との接点はあっ
たのか…？江戸文化のお話を交えて楽しく分かりやすく解説して下さい
ます。1500年という長い歴史を誇る越前和紙、福井県和紙工業協同組
合の理事長より越前和紙の歴史と、現在、そして今後についてお話をう
かがいます。今回の講座では人間国宝 岩野市兵衛氏の越

え ち ぜ ん き ず き ほ う し ょ

前生漉奉書で、
日本伝統工芸士の指導による国芳の浮世絵木版画の摺り体験や、毎年恒
例となっている紙漉き体験を通して和紙の魅力を感じていただきます。

講座番号　③－5
時　間：午後2時～4時
場　所：日本橋小津和紙
回　数：4回
受講料：1,200円
材料費：1,500円
紙漉き：500円

主　題

連携講座　③－5【小津和紙】

◆受け継がれる技　浮世絵と和紙
定員30名

回�数 日　程 講　義　内　容 講　師　名
第１回 10/ 2（水） 江戸時代の小津和紙〜絵師国芳の好きなのは猫と金魚と小津和紙？〜 菅野　俊輔
第２回 10/16（水） 越前和紙の歴史と今、そして世界へ 石川　浩
第３回 10/30（水） 浮世絵木版画のお話と「国芳の猫と金魚」摺り体験 朝香　元晴
第４回 11/13（水） 紙漉き体験と小津和紙照覧他、館内案内 高木　清

講　師　紹　介

　1972年早稲田大学政経学部卒業。江戸文化研究家・古
文書研究家として、小津文化教室をはじめ、早稲田大学八
丁堀校、毎日文化センター、読売・日本テレビ文化センター
などで講師を勤めながら、講演・著述・テレビ出演など幅
広く活動中。主な著書に『江戸っ子が惚れた忠臣蔵』（小
学館）、『江戸の長者番付』（青春新書）、『書いておぼえる
江戸のくずし字いろは入門』（柏書房）など多数。

　浮世絵彫師、日本伝統工芸士、東京都マイスター。
1967年浮世絵版元・高見澤忠雄に師事。同年、名人彫
師菊田幸次郎の弟子となる。1985年浮世絵版元の専属
彫師になる。1999年匠木版画工房を設立、弟子と後継
者育成に全力を注ぐ。現在新宿の工房と小津文化教室に
て『伝統木版画教室』を開講中。主な作品は、国宝	雪舟
「秋冬山水図」、長谷川等伯「松林図」、葛飾北斎「富嶽
三十六景」、歌川広重「東海道五十三次」など。

　小津和紙副店長、小津和紙広報担当。1960年生ま
れ。1983年小津産業株式会社入社後、不織布による工
業用ワイパーの企画販売、不織布による生活雑貨品の企
画販売、機械抄き和紙による産業原紙の企画販売を担当。
2009年株式会社小津商店へ移籍。小津和紙にて手漉き
和紙および機械抄き和紙の販売を担当。現在手漉き和紙
体験工房指導員を兼ねる。

　石川製紙株式会社代表取締役社長。江戸時代から紙漉
きをしており石川製紙の12代目。昭和38年に手漉きか
ら機械抄きに転向し、特注品の越前和紙を生産している。
平成25年からは福井県和紙工業協同組合理事長、全国
手すき和紙連合会アドバイザーを務め、越前和紙はもと
より、全国の和紙の魅力を国内外に積極的に発信してい
る。

菅野　俊輔（かんの　しゅんすけ）

朝香　元晴（あさか　もとはる） 高木　清（たかぎ　きよし）

石川　浩（いしかわ　ひろし）

10/1（火）〜10/5（土）
　　第23回　日本表装美術協会表装作品展
10/14（月）〜10/19（土）
　　第14回　安永サロン押し花展
10/28（月）〜11/2（土）
　　字空－庭の銀河
11/12（火）〜11/15（金）
　　第35回　木天蓼印展

小津和紙　展覧会スケジュール
会場図

中央区日本橋本町3－6－2
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首都高速道路

メトロ銀座線
三越前駅
メトロ銀座線
三越前駅 路

道
速
高
都
首

三井本館

コレド室町3コレド室町3

コレド室町1,2コレド室町1,2

YUITO

三重テラス
（YUITO ANNEX 1-2階）

会場図

中央区日本橋室町2－4－1
YUITO ANNEX １F・2F

　　　　　紀伊半島の東に位置する三重県。みなさんはどのよ
うなイメージをお持ちですか？忍者、海女、熊野古道、松阪牛・
伊賀牛、伊勢えび、あおさ、伊勢うどん…。
　この講座は、「三重の「いいとこ」ぜんぶ日本橋へ。」をテーマ
に日本橋室町で情報発信を行っている三重テラスとの連携講座
です。
　海、山、川の美しい自然の中で、農業や林業、漁業が盛んに行
われている三重県の歴史や文化、伝統など、たくさんの魅力を学びましょう。今回の連携講座では、「伊勢神宮」
をテーマにお届けします。

講座番号　③－6
時　間：午後2時～3時30分
場　所：三重テラス
　　　　２階イベントスペース
回　数：2回
受講料：600円

主　題

連携講座　③－6【三重テラス】

◆〜日本の文化聖地・三重の“宝”〜伊勢神宮
定員50名

回�数 日　程 講　義　内　容 講　師　名

第1回 10/ 9（水）「伊勢神宮と皇室」
〜なぜ即位の年に伊勢参拝があるのか〜

千種　清美
第2回 10/23（水）「伊勢神宮と食」

〜伊勢の神さまにどんな食をお供えするのか〜

講　師　紹　介

　文筆家。皇學館大學非常勤講師。三重県津市生まれ。ＮＨＫ津放送局630ニュー
スアシスタント、三重の地域誌『伊勢志摩』編集長を経て文筆業に。東海道・山陽新
幹線車内誌『月刊ひととき』に「伊勢、永遠の聖地」を8年間にわたり連載。伊勢神
宮の式年遷宮（第61、62回）を2度にわたり取材を行い、第62回では遷宮諸祭を
別宮まで撮影し、遷御の儀では式年遷宮広報本部によるインターネット動画配信の司
会進行を担当。伊勢神宮、祭り、歳時記、食文化など日本文化についての講演や執筆
活動を行う。また、4月から始まった三重テレビ放送50周年特別番組『お伊勢参り』
全10本の構成・脚本を手がける。近著に『三重の神饌～神に供える御膳』（風媒社）、
『三重　祭りの食紀行』（風媒社）、『伊勢開運手帳』（simple編集部）、ほかに『女神の
聖地、伊勢神宮』(小学館新書・全国学校図書館協議会選定図書)など。

千種　清美（ちくさ　きよみ）
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　　　　　近畿大学バイオコークス研究所では、産業分野におけ
る二酸化炭素削減、バイオマスエネルギーの認知度向上を目指し
て、日々挑戦をし続けています。この講座では、（１）バイオマ
ス資源の役割と可能性、（２）近畿大学で考案されたバイオコー
クス技術の実績とグローバル展開への取り組み、（３）バイオマ
ス燃料の燃焼技術と厄介者の灰分の対応技術、について話題提供
を致します。近畿大学バイオコークス研究所で行っている地球に優
しいバイオマスエネルギー研究の最前線について触れていただきたく思います。

講座番号　③－7
時　間：午後2時～3時30分
場　所：近畿大学東京センター
回　数：3回
受講料：900円

主　題

回�数 日　程 講　義　内　容 講　師　名

第1回 10/12（土） バイオマス資源の役割と可能性 澤井　　徹

第2回 10/26（土） バイオマスエネルギーの開発とグローバルな展開
〜近畿大学で生まれた次世代燃料：バイオコークスの魅力〜 井田　民男

第3回 11/ 9（土） 固体燃料の燃焼特性と灰分の対応技術 渕端　　学

講　師　紹　介

　近畿大学理工学部教授、近畿大学バイオコークス研究所
副所長兼務。大阪大学工学部機械工学科卒業、大阪大学大
学院工学研究科博士前期課程修了、博士（工学）。2017
年より現職。バイオマスの前処理技術（粉砕、乾燥）、バ
イオマスの熱処理による改質技術について研究を行って
いる。

　近畿大学バイオコークス研究所所長/教授。豊橋技術科
学大学大学院・エネルギー工学専攻修了、博士（工学）。
2013年より現職。マイクロ燃焼の科学、バイオマスの固
形エネルギー化などの研究開発に従事し、バイオコークス
にたどりつき、2008年特許が確定登録され、普及活動に
専念。

　近畿大学理工学部教授、近畿大学バイオコークス研究所
兼務。大阪大学工学部機械工学科卒業、大阪大学大学院工
学研究科博士後期課程修了、博士（工学）。2013年より現職。
専門分野は燃焼工学。近年は固体バイオマスの燃焼，エマ
ルジョン燃料の燃焼について研究を行っている。

澤井　徹（さわい　とおる） 井田　民男（いだ　たみお）

渕端　学（ふちはた　まなぶ）

連携講座　③－7【近畿大学】

◆近畿大学バイオコークス研究所の挑戦：
　地球に優しいバイオマスエネルギー研究の最前線

定員40名

永代通り

中
央
通
り

ヤマダ電機八重洲北口

大丸
八重洲
中央口

八重洲
ブックセンター

外
堀
通
り

昭
和
通
り

日本橋駅
東京駅

B3出口

高島屋

近畿大学
東京センター

コミュニティバス
「東京駅八重洲北口」

会場図

中央区八重洲1－8－16
新槇町ビル13階
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連携講座　③－8【慶応義塾大学】

◆人生100年時代－薬剤師と考える健康の維持増進と正しい薬の使い方
　　　　　日本の高齢化率は27.7%と世界一の超高齢社会を
独走し、100歳超人口も約7万人になっています。国民医療費
は40兆円を超える一方、総人口は2004年をピークに減少に
転じ、現役世代が減少する中で医療費の抑制が急務になってい
ます。医療費膨張の主な要因が薬剤費にあることから、薬を適
切に使用し効果的な薬物療法を実現することが求められていま
す。また、疾病自体の予防も重要な視点となります。最近では、
薬局の役割として、国民の健康維持・増進の支援が期待されて
おり、健康サポート薬局という新しい制度も動き出しました。
　この講座では、薬剤師の重要なミッションとなっている健康
維持増進の支援、薬の適正使用の話題や最新情報を、5人の講
師がそれぞれの専門の切り口から捉えます。

回�数 日　程 講　義　内　容 講　師　名

第1回 10/31（木） 超高齢社会での薬と薬局のかしこい使い方 山浦　克典

第2回 11/ 7（木） 知っておくべき抗感染症薬の正しい知識 松元　一明

第3回 11/14（木） 糖尿病になっても人生を楽しく過ごすために
　〜知っておきたい薬物療法とセルフケアの基礎知識〜 中村　智徳

第4回 11/21（木） 薬局でできる健康チェック
　〜生活習慣病の予防と早期発見のために〜 岩田　紘樹

第5回 11/28（木） 高齢社会のがん化学療法について
　〜知っておいてほしい抗がん剤のこと〜 中田　英夫

主　題

講　師　紹　介

　慶應義塾大学薬学部教授・附属薬局長・医療薬学社会
連携センター副センター長。2002年千葉大学大学院薬
学研究院博士課程修了。博士（臨床薬学）、薬剤師。薬局
経営、大手薬局チェーン、個店など、さまざまな薬局で
の経験から、薬局・薬剤師が国民の健康維持・増進のた
めに活躍できると確信し、研究活動を通じて国民への周
知を目指している。

山浦　克典（やまうら　かつのり）

　慶應義塾大学薬学部教授・医療薬学社会連携センター長。
1993年千葉大学大学院薬学研究科博士課程中退。博士（薬学）、
薬剤師。引き続き大学教員を歴任し、2008年群馬大学病院薬
剤部で准教授・副薬剤部長として教育・研究・臨床業務に従事。
2013年より現職に就任し、教育面では薬学生の臨床実習や薬
剤師の生涯学習に携わる傍ら、研究面では「薬が効かない人、副
作用の出やすい人」の要因とその対策の解明に取り組んでいる。

中村　智徳（なかむら　とものり）

　慶應義塾大学薬学部助教。2011年3月千葉大学大学
院医学薬学府博士課程修了。博士（薬学）、薬剤師。4年
間の保険薬局勤務では調剤や在宅業務に従事。2015年
4月より現職に着任。臨床経験を生かして学生の教育にあ
たるとともに、薬局で行える簡易検査等の健康チェック
が疾病の予防・早期発見につながる可能性について、日々
研究に取り組んでいる。

岩田　紘樹（いわた　ひろき）

　慶應義塾大学薬学部助教。2002年3月千葉大学大
学院薬学研究科修士課程修了。修士（薬学）、薬剤師。
2002年4月より慶應義塾大学病院薬剤部に勤務。薬剤
部業務全般および、薬剤管理指導業務として整形外科、
一般消化器外科、呼吸器内科・外科、リウマチ内科など
を担当。2016年3月より医薬品情報担当副主任として
勤務。その後2019年4月より現職に着任し、臨床と研
究の架け橋として、薬物療法の個別最適化に向けて日々
研究に取り組んでいる。

中田　英夫（なかた　ひでお）

　慶應義塾大学薬学部教授。2003年3月熊本大学大学
院薬学研究科修了。博士（薬学）、薬剤師。2003年4月
鹿児島大学病院薬剤部に入職。主に感染制御、感染症診
療に携わり、資格として感染制御専門薬剤師、抗菌化学
療法認定薬剤師、インフェクションコントロールドクター
を取得。2014年4月慶應義塾大学薬学部に移り、感染
症に関する研究・教育に従事。

松元　一明（まつもと　かずあき�）�

定員60名

講座番号　③－8
時　間：午後7時～8時30分
場　所：築地社会教育会館
回　数：5回
受講料：1,500円


