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学校法人大阪医科大学と学校法人大阪薬科大学は法人合併し
「学校法人大阪医科薬科大学」になりました。
今後は大学統合を目指します。
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学校法人大阪医科大学と学校法人大阪薬科大学は︑
平成配年４月１日に法人合併し︑新たに学校法人大阪
医科薬科大学としてスタートを切りました︒

設立明年の大阪医科大学と叩年の大阪薬科大学︒創

設経緯の異なる私立大学同士の法人合併はわが国では

非常に稀といわれています︒四世紀の医学︑薬学︑看護学

の中核を担う医療人の養成を目指し︑新たなステージ
に立った新法人の植木責理事長︵前大阪医科大学理事

長︶︑漬岡純治副理事長︵前大阪薬科大学理事長︶に合併

いくためには︑同じく医療系総合大学への

植木これまでの伝統に加え︑一層特色あ

進められます︒

の経緯や趣旨︑今後の抱負などを聞きました︒

展開が必要だと考えました︒両法人の方向

る学際的な教育と研究︑チーム医療教育を

漬岡少子化が進み︑人口構造が変化して

も目的としています︒

科大学の健全な運営のため経営基盤の強化

しますＯ併せて新生・学校法人大阪医科薬

推進し︑さらに魅力ある学校づくりを目指

性が一致したということになります︒

Ｑ２法人合併の趣旨・目的を

漬岡わが国における旧歳人口の急激な減

いくことを考えると︑今のままの単科大学

お教えください︒

少が進む﹁２０１８年問題﹂が背景にあり

植木５〜６年先と考えています︒まず

で生き残ることは非常に困難との認識が双

た︒その後︑お互いに謙譲の精神を持って

は法人合併による両大学間の融合を見なが

ます︒これは大学教育に携わるものには看

展させるためには︑単科大学から脱皮し︑

多くの協議を重ね︑法人合併に至りまし

ら︑より質の高い教育・環境づくりを進め

Ｑ３両大学の統合も目指︻すと
のことですが︑何年後をお考え
ですか？

医療系総合大学を目指すことが必要と考え

たＯこの法人合併により︑教育・研究の高

ていきます︒

方にありました︒その中で大学間連携︑つ

ました︒

質化を図り︑次世代を担う︑より優秀な医

潰岡お互いの信頼感の醸成を侍って︑早

過できないことです︒将来を見据えた場

植木医学部は急激に受験者が減少するこ

療人の養成︑また︑医学・薬学・看護学の

まり医学・薬学の連携が持ち上がりまし

とは考えにくいのですが︑優秀な医療人を

期に大学統合を進めたいと考えています︒

大学・学園への発展を図ります︒

ｇ旨三宮ごとして︑日本有数の医療系総合

教育・研究と医療を中心とするＦ三田二

連携で︑先進的な医療体制の構築と提供が

法人合併により︑チーム医療を
見据えた総合医療教育の実現を

育て︑医学の分野で社会に寄与・貢献して

合︑安定した高等教育の環境を維持し︑発

Ｑ１．伝統ある両法人は︑受験
生からの人気も高く︑経営も安
定していると聞いています︒な
ぜ︑あえて合併に踏み切ったの
でしょうか？
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潰岡純治
副理事長

責
植木
理事長
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いきます︒

えて︑必要不可欠な情報提供を心がけて

もっと進めたいですね︒同窓会が手を携

積み上げてきたＯＢ世代の交流をもっと

また︑未来を担う若者川代と︑雌史を

リー﹂という言葉を贈りたい︒

ンク・グローバリー︑アクト・ローカ

をⅡ指して集う若者たちに私は︑﹁シ

記念すべき２０１６年に︑医学・薬学

せん︒

域のｆ防恢旅﹂への戊献もはかり知れま

学・行准学とチームを組むことで︑﹁地

が一肘強くなります︒また︑隆学・薬

になることにより︑地域実践剛医療の力

ける実践的な医療﹂です︒薬科大と一緒

恢科大の人材育成方針は︑﹁地域にお

もおおいに交流をＭりたいですね︒

Ｍっています︒これを機に薬科大川窓会と

他の恢学系川窓会などと枝仙的に交流を

生かしつつ︑﹁協動﹂していきたい︒仁泉会は

ます︒同窓会としてはそれぞれの持ち味を

法人合併の効果に夢をふくらませてい

地域医療さらに充実

理事長河野公一 f
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Ｑ４この合併で同一法人内に
ある高槻中学校・高等学校に
影響はありますか？

の開始を予定しています︒今回の法人合併

備も進めておロ共学化は平成羽年度から

向はて校舎の新築を含めたキャンがス整

ます津現在︽｜教学強化﹂と一共学化﹂に

床︑また手術材料室︑そして心臓外科及び

ました︒手術室和室︑ＩＣＵが個室化し略

一員として本年３月に中央手術棟が完成し

層新棟への建て替えを進めています︒その

植木前法人からの計画で︑大学病院の高

なります︒他大学に先駆けて︑医・薬・言

が連携した特色のある大学でないと難しく

教育を行うためには雲医学・薬学・看護学

題になりますご教職員に求めたいのゞは一Ｓ

務局の一体化・一融和を進めていくことが課

植木新学校法人の運営面では双方の事

医薬が核となる産学連携の教育と研究を進

科大がスクラムを組み︑創薬︑再生医療や

利用型施設になります︒また︑医科大︑薬

を含め多くの大学の研究者と連携する共同

ます︒この施設は京都大学︑大阪大学など

︻略歴︼大阪医科大学卒業︑同大学院修了

︵医学博士︶・同大助手︑助教授を経て平成７
年に教授・専門は産婦人科学・大阪医科大学
附属病院長︑大阪医科大学学長を経て平成翠
年から理事長︒

副理事長漬岡純治

会長武枝敏之

動をしますが︑新たな歴史に一歩踏み出

催︑そして東京での講演会など同窓会活

今年度も夏のホームカミングデー開

ると期待しています︒

と切僻琢磨し︑ともに大きく飛蹄してくれ

大きな刺激になるのはもとより︑医科大生

ね︒医科大との合併は︑そんな薬科大生の

び出す﹂ぐらいの冒険もしてもらいたいです

すが︑ＯＢとしては﹁薬科大生の枠から飛

目﹂・川を大蝋にすることはおおいに結椛で

薬科大生の特徴を一言で表すと︑﹁真面

ていきたいと考えています︒

押し機関車″として枝側的にサポートし

らは卒業生の応援を追風に︑大学の〃後

て語り合い即解を得てきました︒４月か

国胆支部を回り︑新体制の未来像につい

同窓会はこれまで十分に時間をかけ全

ます︒

生することに卒業生も川を岡嶋らせてい

切ります︒医薬看の医療系総合大学が誕

も重なる﹁うるう年﹂の本年にスタートを

法人合併が︑五輪や米川大統彼選挙と

﹁総合力﹂に胸高鳴る

大阪薬科大学同窓会

人事縦度の統合に加え︑教育面で

一一

Ⅸ﹄

は二局槻中学校・高等学校にと︵一ても良い

消化器外科病棟を設置しています︒さら

二

活性剤となるでし﹄争う一：

ＳＤ﹂の実践です逐ヌタ︾〆フ・セ八フ．

めていけば︑素晴らしい成果を得られるで

理事長植木責

の連携によるチーム医療を見据えた総合医

法︶医療センター﹂を建設し︑高度ながん

ディベロップメントの略ですが詮一自ら考

しょう︒高槻中学校・高等学校との高大連

年から理事長︒

︻略歴︼京都大学経済学部卒︑米国デューク
大学大学院修士課程︵経済学︶修了︒日本生命
総合法人第七部長︑田辺三菱製薬取締役常務
執行役員などを経て平成調年まで同社常任監
査役・平成加年に大阪薬科大学理事︑平成詣

くぎ少

漬岡
は︽︑合同授業等を通しての総合医療教育

の実現②医学・薬学・看護学の融合教育
やチーム医療教育による臨床教育の充実③
医・薬・看や医・薬︑医・言及び薬・言の

研究面では更①創薬や再生医療を含む医・

植木目指す学校像は三次世代を担う人物

おり寒暑これに合わせて教育を推進してい
薬・看それぞれの基礎研究の実践②各学部

共同研究での大学院教育の推進︒また︑

ます︒具体的には︑国も提唱する﹁高大連
間の共同研究に加えて︑医薬言連携による

を確かに育成する最優の進学校﹂として

携・接続﹂や文部科学省から理科・数学に
臨床研究促進が今後の課題となります︒

Ｑ６新法人で発展するための
事業計画があればお聞かせく

特化した一ス︑ｉ︵︑！サイエンス左イスクー聯

言︑

九﹂の指定一ヌ︑⁝パ！⁝クロ⁝！がルハイヌ
ク︑︲⁝た﹂の指定︑ネイテ豊司ブスピ⁝︲力⁝︲に

よる一英語教育の充実﹂が４本柱ですここ

隙

に︑西日本では初となる次世代がん治療拠

ださい︒

再

療教育の実現を進めていきます︒

れらを通し国際的に活躍できる人材を育て

い,

点﹁関西ＢＮＣＴ︵ホウ素中性子捕捉療

Ｑ５新法人運営の方向性と
今後の課題についてお教えく

え︑仕事を実現し︑主体的に学ぶ︵自己啓

携・接続教育も推進していきます︒

治療の先端研究成果を世界に発信していき

発︶﹂人材が増えれば︑一大学力﹂の強靭

漬岡これからは大学病院や地域医療機関

ださい︒

で新生︒学校法人大阪医科薬科大学がい︵一

の役割も変わっていきます︒時代に即した

化につながります：それが醸ゞ成されること

そう魅力ある組織に変貌していきます蓬
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したことをアピールしていきます︒
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地域社会にひろがる、最先端の医薬看融合
〒569‑8686大阪府高槻市大学町2−7

大阪医科大学

Tel072‑683‑1221(代）

OsakaMedlcalCoI1ege
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■沿革

■詔京の理念

国際的視野に立った教育、研究

或いは良質な医療の実践をとおし
て人類の福祉と文化の発展に貢献
する人材を育成する。

昭和21年｜日制｢大阪医科大学｣へ移行
昭和26年学制改革により4年制医学部を有する新制｢大阪医科大
学｣を開設

■学生数：1,227名
医学部/医学科；679名
看護学部/看護学科：359名
大学院/医学研究科：157名
大学院/看護学研究科：32名
（平成27年5月1日現在:：

■大阪医科大学附属病院●健康科学クリニック

昭和2年「国際的視野に立って救世仁術完成の人材を育成する」
ことを目的として設立された財団法人大阪高等医学専門
学校が前身

昭和34年大学院医学研究科を設置
昭和40年2年制医学進学課程を併設
平成9年大学設置基準の大綱化に伴い6年制医学部となる
平成22年看護学部開設

平成26年大学院看護学研究科(前期･後期)同時設置

●訪問看護ステーション●LDセンター

〒569‑8686大阪府高槻市大学町2‑7t569‑1123大阪府高槻市芥川町1‑1‑1

〒569‑8686大阪府高槻市大学町2‑7〒569‑8686大阪府高槻市大学町2‑7

m072‑683‑1221㈹」R高槻駅NlビルTEL072‑684‑6277K

TELO72−684−6776TELO72−684−6236

●ケアブランセンター

●三島南病院
〒569‑0856大阪府高槻市玉川新町8‑1
m072‑677‑1333㈹

〒569‑0836大阪府高槻市唐崎西1‑25‑1
TELO72−677−1500

〒569‑1094大阪府高槻市奈佐原4‑20‑1

大阪薬科大学

Tel072‑690‑1000(代）

OsakaUniversItyofPharmaceutiにaIScienにes

湘司補血︑判耳悩の補い血一田醐載︑雑蕗餅ン汁渇阿謹削謹汁粧

■沿革
■詔立の理念

明治37年江戸時代より｢薬の街｣として知られる大阪市東区(現中
央区)道修町に薬種業を営む方々によって｢薬種業に携わ
る若者に薬学の知識を授ける｣ことを目的に倉￨｣設された
大阪道修薬学校を祖とする

進取の精神に立って知の創造に
努め、地域に根ざした大学とし
て、医療を通じて豊かで健康的な
社会の実現に貢献する。

大正14年「広く薬学を志す人々に薬学の専門的な知識を授ける｣こ
とを目的に我が国最初の女子薬学専門学校を擁する財
団法人道修女子薬学専門学校となる

■学生数：1,980名

昭和24年男女共学制に移行

同年10月財団法人帝国女子薬学専門学校と改称
薬学部／
薬学科・薬科学科：1,958名

昭和25年戦後の学制改革に合わせて新制｢大阪薬科大学｣が設置
認可を受ける

大学院/薬学研究科：22名
（平成27年5月1日現在）

昭和26年財団法人から学校法人への組織変更認可

籍識離傭駕高槻高等学校

昭和50年大学院薬学研究科を設置､現在に至る

〒569‑8505大阪府高槻市沢良木町2−5

Tel072‑671‑0001(代）
■沿革

昭和15年「将来の我が国を支える優秀な人材を育成‑する｣ことを
目的として創立

︽一

悪み…でzご雪

■誇古の理念
国家・社会を担う人物の育成

■牛徒数；1,571名
高槻高等学校／

顕

＝

…1L

昭和23年学制改革により高槻中学校､高槻高等学校となる
昭和55年高等学校校舎新築
昭和57年本館新築

昭和59年体育館､武道館新築

＝一毎▽雨竜､､･･孟吾品．

鐸．

雲母

刑ｍ○℃︲︑ひのか汁笥司訓話引汁柾目や訓諭紬・測司︑跡湯日鑑制

昭和16年高槻中学校(￨日制)開校

全日制課程普通科；788名

一二霊

高槻中学校／783名

（平成27年5月1日現在）

平成12年中学校校舎新築
平成26年学校法人大阪医科大学と法人合併

SSH(スーパーサイエンスハイスクール)指定
3コース[GL/GS/GA]制の導入
平成27年SGH(スーパーグローバルハイスクール)アソシエイト指定

MAPI
大阪医科大学へのアクセス

■ホームページ
法人ホームページを公開予定です。

｣R宗海迫本線(」￨R京都線)｢高槻｣霧

／

下車南□より徒歩8分
阪急京都線

｢高槻市」駅下車1番⑬

出、よりすぐ

今後サービス向上のため、ホームペー

諜儲当"灘
■協賛御礼
記念新聞広告へのご支援に厚く御礼
申し上げます。

ﾝ綴.

高槻高等学校

