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表紙写真について　国内では数箇所にしかない貴重な独・メルク社製の生薬標本が大阪薬科大学標本室に展示されて
いる。大学の長い歴史を感じ取れる秘宝である。

日時：2019年5月19日（日）14：00～18：30
場所：ホテルグランヴィア大阪　20F
　　　TEL 06-6344-1235　JR大阪駅に直結
受付：13時
総会：14時～14時45分（孔雀の間）
講演：14時45分～16時（孔雀の間）
招待講演
演題：「コアモルファス形成による
　　　　　高溶解性フラボノイド製剤の設計とその評価」
講師：大阪薬科大学製剤設計学研究室 助教 内山博雅先生

特別講演
演題：「月の科学の最前線　～満月に吹く地球からの風～」
講師：大阪大学大学院理学研究科宇宙地球科学専攻 教授 寺田健太郎先生
写真撮影：16時15分（桐の間）
懇親会：16時30分～18時30分（鶴寿の間）
会費：6,000円（当日欠席の方は会費を頂きます）

ご出席の方は、巻末の出席連絡用紙にご記入の上、
FAX にてお申し込みください。
食事はコース料理のため、当日の受付はありません。

同窓会室　TEL・FAX 072-690-1099



大阪薬科大学同窓会 会長

武枝 敏之

今年度活動について

平成から令和へと新しい年号に代わり心を新たにし

今年一年の同窓会活動に励みたいと思っております。同

窓会会員の皆様には、日頃より同窓会活動にご協力い

ただき感謝しております。昨年は、近年まれに見る災害

に見舞われ同窓会会員の皆様に災害復旧の支援金をお

願いし多大なご協力をいただき感謝申し上げる次第で

す。本当にありがとうございました。体育館やＤ棟の修

復工事も無事終わり昨年度の学位記授与式も新しく修

復されました体育館で実施することができましたことを

ご報告申し上げます。

今年度の事業計画でございますが、３月２４日に実施

されました第２回定例幹事会でご承認をいただきました

内容につきまして少し説明をさせていただきます。支部

活動への支援・助成は毎年実施しておりますが、活動

が休眠状態になっている支部があります。予てより休眠

状態にある支部に在住の方と連絡を取り活動再開に向

けた取り組みを行ってきておりました。これらの支部で

は今年度中にそれが実行できればと考えております。

青年局も今年で４年目を迎えますが、平成の卒業生

の同窓会への関心度を高める活動は徐々にではありま

すが、浸透しつつあると思われます。まだ平成卒業年

の学年幹事が不在の学年があります。是非その学年の

方は、お申し出ください。内容などにつきましてご説明

をします。

大学統合は２０２１年４月１日に向けて準備をするこ

とが法人の理事会で決定され評議委員会でも承認され

ました。新しい大学名を「大阪医科薬科大学」とするこ

とが決定しました。大阪薬科大学薬学部は、大阪医科

薬科大学薬学部になる予定です。新しいキャンパスも阪

急高槻市駅の近辺に確保する計画があります。現時点

では、その場所は確定しておりませんが決定した時点で

は皆様にご報告したいと考えています。大学統合という

大事業のため同窓会は大学と綿密な連携をとる必要が

あります。事業計画の第４項目に大阪薬科大学との協調

を上げさせていただきました。同窓会の運営においても

様々なアドバイスを受けより良い運営と綿密な協調関係

の構築が必要と考えております。昨年度におきましては、

同窓会の法人化に向けての検討を活動方針にかかげて

まいりました。その中で会計方法の不備が指摘されまし

た。問題解決に向けて大学経理課のアドバイスを依頼

することに致しました。会計基準に沿った方法で会計処

理を実施することを検討したいと考えております。

大学統合に伴う同窓会の在り方も考える必要がありま

す。大阪医科大学の仁泉会とも支部活動での連携の輪

が広まりつつあります。これを更に広め深いものとする

ことが大切でありそれぞれの同窓会の関係を今後どのよ

うにするかを検討しなければなりません。

最後に今期の事業の大きな項目は、「会長及び監査

役」、「卒業生評議員」の選挙の実施があります。春号

で公示を行い、９月には選挙が行われます。評議員の

選挙は翌年２０２０年１月の予定です。ご協力よろしく

お願い申し上げます。

ごあいさつ
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ごあいさつ

学校法人 大阪医科薬科大学 理事長補佐・副理事長

浜岡 純治

「茹でガエルの寓話」と
 大学改革

今年の 3 月 9 日に挙行された平成 30 年度学位記授

与式における祝辞の中で、AI、IoT、ビッグデータ、ロ

ボティクスといったテクノロジーの進展によりこれからの

社会は我々の想像を超えるスピードで変わって行くので、

卒業生の皆さんもそれに備えていく必要があるというお

話をしました。まさに大変な時代に入ったとの思いを強く

していますが、このことは、大学経営にも大きな影響を

与えます。テクノロジーの進展に伴い、例えば e ラーニ

ングの導入により教育の方法や大学の在り方そのものが

変わって行く可能性すらあります。ただ、こうした急激

な変化は必ずしも喧伝されるほどには起きない可能性も

あり、今少し冷静に見ていく必要があると思っています。

大学経営にとってはそのことよりも、少子化が進む中で

18 歳人口が今後減少していくことは確定している事実で

あり、これにいかに対応していくかという問題の方が深

刻です。

この問題を考えているときに、以前にある講演会で経

営コンサルタントから聞いた「茹でガエルの寓話」を思

い出しました。これはカエルを水の中に入れて少しずつ

温めていくと、徐々に水温が上がっていき心地よいので、

外に飛び出せずにいるが、そのうち水は熱湯になりカエ

ルは茹で上がって死んでしまうというお話で、ビジネス

環境の変化に対応することの重要性、困難性を言い表

すためによく使われる寓話です。

大学の置かれている現状は、まさにこの寓話のカエル

のような状態にあるといえるのかもしれません。多くの大

学経営者は、大学の先行きに強い危機感を持ち改革に

取り組もうとしています。しかし、改革には痛みを伴うの

で、これを断行するには、関係者全員が危機感を共有し

て協力することが不可欠ですが、危機感の共有は容易

ではありません。そのため、結果として大学の改革は遅々

として進まず、いずれ茹で上がったカエルのように経営

破たんに追い込まれることが現実の問題になってきてい

ます。

翻って本学の状況を見てみると、医療系のメリットが

あるとはいえ、少子化の進展や薬剤師人気の陰りに伴

い、いずれは志願者が減っていくものと考えておく必要

があります。現に今年の志願者数は前年を下回っていま

す。この危機を乗り切るには他大学との差別化を図り、

大学間競争に勝ち残っていくしかありません。本学はこ

のような考えから学校法人大阪医科大学との法人合併を

行い、今は 2021 年 4 月の大阪医科大学と大阪薬科大

学との統合を目指して取り組んでいるところです。すなわ

ち、医療系総合大学として医薬看の連携教育研究を一

層強化することにより、他大学にない特色を出し、差別

化を図っていきます。しかし、これで将来は万全かとい

うとそうではありません。社会の急速な変化に伴い必ず

新たな課題が出てきます。したがって、常に世の中の変

化を的確に捉えて、これに機敏に対応し続けていくこと

が不可欠であると肝に銘じています。

同窓会の皆様におかれましては、本学の置かれた厳し

い状況をご理解いただき、本学が進める大学統合を始

めとする不断の大学改革に対してご支援、ご協力くださ

いますよう宜しくお願い申し上げます。
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ごあいさつ

大阪薬科大学 学長

政田 幹夫

ごあいさつ

大阪薬科大学は大きく変わります。大阪薬科大学

は 2021 年 4 月、大阪医科大学と大学統合を果たし

大阪医科薬科大学薬学部と名称変更し、医療系総合

大学と成る計画を検討中であります。近年の医療現

場、特に薬物治療の急速な進歩を考えた時、薬学教

育の基本である「医薬品に対する高度な知識や技能

の修得」のみでなく、医学・薬学・看護学専門職連

携 教 育（Inter Professional Education : IPE） に

おけるチーム医療から学ぶ「人の命に係わる医薬品

を扱うための高い生命倫理観の修得」が必須であり

ます。医療現場で働く薬学臨床家は基より、薬学・

生命科学研究者の育成に関しても IPE による臨床マ

インドを有する臨床家・研究者を育てる医療系総合

大学創りを目指していきます。

大学の近況をお知らせします。本年 3 月末日を以っ

て、島本史夫教授（薬物治療学Ⅱ）、荒川行生教授（臨

床実践薬学）、春沢信哉教授（有機薬化学）が御退官、

3 月 27 日に最終講義と退職記念パーティーを本学で

執り行いました。

また 4 月 1 日付で駒野淳教授（感染制御学）（前職：

名古屋医療センター統括診療部科長）、平野智也教

授（医薬分子化学）（前職：東京医科歯科大学生体

材料工学研究所准教授）、本橋秀行准教授（薬剤学）

（前職：京都薬科大学講師）、音窪麻衣助手（臨床薬

学教育研究センター）（前職：国立病院機構）が新

しく就任され、宇佐美吉英准教授が教授（有機薬化

学）に、林淳祐助手が助教（機能分子創製化学）に

昇任されました。

また教務部長に永井純也教授、学生部長に大野行

弘教授、図書館長に浦田秀仁教授、生涯学習センター

長に中村敏明教授、研究委員長に中村任教授が就任

されました。

ここ数年、新旧交代の激しい時期ですが今後とも

変わらずご支援・応援していただきますように宜し

くお願いいたします。
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大阪薬科大学同窓会新年会
兵庫にて開催 平成31年1月20日(日）

於　ANAクラウンプラザホテル神戸

平成 31 年新年会は 1 月 20 日に兵庫県支部の担当

で開催いたしました。

ご来賓として母校からは副理事長浜岡純治先生、

母校教務部長浦田秀仁先生、母校キャリアサポート

部長福永理己郎先生、大阪医科大学同窓会・仁泉会

から理事長河野公一先生、副理事長安藤嗣彦先生は

じめ会員 49 名の出席がありました。

司会は兵庫県支部の白神真百合さん（S54）によっ

て進められました。

まず武枝敏之会長の挨拶の後、ご来賓の浜岡純治

副理事長、仁泉会理事長河野公一先生からご祝辞を

頂きました。

兵庫県支部長の山下正明さん（S49）より乾杯の発

声の後、歓談になりました。皆様、大変お元気で時

が経つのも忘れて、にぎやかな時間を過ごしました。

歓談中には仁泉会副理事長安藤嗣彦先生、母校教務

部長浦田秀仁先生、母校キャリアサポート部長福永

理己郎先生からもお話を頂き、会を盛り上げていただ

きました。

最後に次期開催の滋賀県支部長の増田陽子さん

（S51）から来年は 2020 年１月 12 日（日）にボストン

プラザ草津で新年会を開催する旨の挨拶があり、長

舩芳和副会長の閉会挨拶で散会になりました。

2020年　新年会開催のご案内
日 時 ： 2020年1月12日（日）　12時から14時（受付は11時30分から行います）
会 場 ：ボストンプラザ草津
　　　　〒525-0037 滋賀県草津市草津駅正面 徒歩1分
　　　　 Tel：077-561-3311
交 通 ：JR琵琶湖線草津駅正面
会 費 ： 10,000円
担 当 ： 滋賀県支部

詳細はホームページなどで改めてご連絡いたします。
多数のご参加をお待ちしております。
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報 告

第７回  大 阪 薬 科 大 学
「 学 術 講 演 会ｉｎ東 京 」報 告

平成３１年２月１７日（日）午後２時から第一ホテル東
京において第７回大阪薬科大学「学術講演会ｉｎ東京」
が、大阪薬科大学と同窓会の主催で開催されました。今
回は６０名程度の参加者がありました。この講演会は生
涯教育の一環として東京で開催されていますが、大変重
要となっています。

開会に当たり、政田幹夫学長からは最近の状況として、
医学部不正入試の影響が見受けられ、薬学部もまた同
様に志願者数が減少しています。本学は医薬看の総合
医療系大学としてそのメリットを打ち出し、薬剤師の教
育もしっかり取り組むため、今後も卒業生のための生涯
教育に力を注ぎ、学部の学生は勿論のこと、社会にでて
いる薬剤師のレベルアップにつなげたいと話されました。
ご挨拶の後、講演会に移りました。

１席目の特別講演は、大阪医科大学同窓会（仁泉会）と
の連携で行われました。

演題：「多職種連携の時代―薬剤師への期待」
演者：イムス東京葛飾総合病院　外科部長
　　　大阪医科大学仁泉会東京支部長
　　　岩崎　善毅先生（大阪医科大卒）
座長：母校　生化学研究室　
　　　教授　福永理己郎先生

岩崎先生は、病院で勤務している中で、普段、感じ
ていることを話したいと前置きされ、①多職種連携がど
ういう形で医療現場で現れてくるかを主にしたいと話さ
れました。WHO でも多職種連携が提案されているが、
日本ではピラミッド型の医療が長年、形成されてきた経
緯があり、近年では地域包括ケアシステムのもとチーム
医療がなされ、医療従事者がフィードバックを行い、患
者また患者家族を中心とした医療チームプレイが行われ
ようとしているが、いまだ難しいところがある。

東京都では多職種の情報共有を図る目的で「医療連
携手帳」が作られ、保険薬剤師も含まれているが、特
にガン患者に関しては不十分であり残念とのことでした。
②次に、先生のご研究の中で、予後の悪い「スキルス胃
癌」の臨床試験を実施し、多職種の連携を経験された
お話しでした。化学療法剤の投与を術前と術後に分けた

比較検討試験ですが、結果的に生存率に有意差がでて、
今後の治療に生かしたいとのことでした。特に CRC の
薬剤師には、薬物動態などの専門知識を提供してもらい、
大いに参考になったと述べられました。

２席目の招待講演は
演題：「超高齢化社会における薬剤師業務と
　　　　　　　　　　　　　リスクマネジメント」
演者：母校　臨床薬学教育センター長
　　　教授　中村敏明先生
座長：母校　臨床実践薬学教育研究室
　　　教授（特任）井上　薫先生（Ｓ５５）

まず、中村先生は、この講演内容のキーワードは「つ
なぐ」であると話され、例えば「ものと情報」をつなぐ
ものとして医薬品情報がある。臨床教育を担当する立場
から、学内の教育を他の方面に生かせるものにしたいと
話されました。

高齢者が間違いなく増加している現状から、在宅医
療が進められているが、患者や家族が納得する対応が
十分でない。この状況に対処するにはリスクマネジメント
が必要で、ポリファーマシーを例にとっても、薬剤師業
務転換に必要な教育が不足しているのではないかとも話
されました。この背景から、ご自身の所属先である生涯
学習センターの構想と取り組みを紹介されました。

また、医療薬学教育・研究の発展のため、今後何を
すべきかを話され講演は終了しました。　

今回の講演会では、予定の時間をオーバーし、多くの
質問がありました。参加者には、身近に感じる問題があっ
たと思われました。

その後開かれた懇親会では、ご講演頂いた両先生も
参加して頂き、多くの参加者が質問するなど有意義な時
間のうち閉会となりました。

なお、次回第８回学術講演会は、来年２０２０年２月
１６日（日）、同ホテルで開催とすでに決まりました。詳
細は同窓会報でご案内します。お誘い合わせの上、ぜひ
ご参加ください。　　　　　　　　　　　　（記：長舩）
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２０１９年４月２５日

会 員 各 位
大阪薬科大学同窓会
選挙管理委員会
委員長　脇條　康哲

会 長 及 び 監 査 役 選 挙 の
立 候 補 の 届 出 ・ 受 付 に つ い て

　２０１９年度末をもって、現会長及び監査役の任期が満了になります。

本会の「会則」、「選出規程」、「選出規程細則」により、２０２０年４月１日から２０２４年３月３１

日までを任期とする次期会長１名及び監査役２名の選挙を行います。自ら候補者になろうとする会員、

候補者を推薦しようとする役員または幹事は、下記により届け出てください。事前に会則を必ず確認

してください。

　選挙は２０１９年９月１日（日）開催予定の臨時幹事会で行います。

なお、公示時期については２月の臨時幹事会で、大薬会誌春号に掲載と決まりました。

記

（１）候補者の資格は「選出規程」第４条により、以下２つの条件を満たす必要があります。

・直前１０年以上継続して同窓会費納入実績を有する者

・役員または幹事（直前５年以上継続して同窓会費納入実績を有する者）５名の推薦がある者

（２）届けの受付期間は、２０１９年６月１０日（月）から６月２１日（金）までとします。

（３）届けは必ず書留郵便とし、封筒表側左に縦書きで「立候補届」と赤書してください。

（４）宛先は同窓会室内選挙管理委員会で、２０１９年６月２１日（金）必着とします。

（５）「立候補届」などの様式は平成２７年４月に改訂されました。様式は同窓会ホームページにあり

ますが、選挙管理委員会の発行したものに限ります。同窓会室内選挙管理委員会へ２０１９年５

月１３日（月）から、同月２４日（金）までの期間にＦＡＸにて請求してください。郵送いたします。

以上

２０１９年２月１１日の臨時幹事会において、次の５名が選挙管理委員に承認されました。
（敬称略）

脇條康哲（Ｓ５１年卒）、入江俊彦（Ｓ５７年卒）、八田恭一（Ｓ６１年卒）、

吉村由香里（Ｓ６２年卒）、米山弘樹（Ｈ１８年卒）

なお、委員の互選により委員長に脇條康哲が選出されています。

幹事異動の禁止
　公示日（２０１９年４月２５日）から選挙日（２０１９年９月１日）までは、幹事の新任は認められません。

公 示
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２０１９年４月２５日

大阪薬科大学同窓会
会長及び監査役立候補者様

選挙管理委員会
委員長　脇條　康哲

会 長 及 び 監 査 役 の 立 候 補 に あ た っ て （ 諸 注 意 ）

　２０２０年度から４年間の会長及び監査役に立候補する際の、注意事項は下記のとおりといた

します。立候補者は必ず確認をし、間違いの無いようお願いいたします。

記

・立候補者は必ず会則に目を通してください。最新の会則は平成２７年４月に改訂されて

おります。同窓会ホームページで確認してください。

・「公示」も必ず確認をしてください。

・様式は選挙管理委員会の承認したものに限ります。同窓会室内の選挙管理委員会までＦ

ＡＸにて請求してください。

・種々の提出様式は本人自筆で、もし語句の訂正をする場合は、二重線をひき訂正印を押

してください。

・提出締切日後、選挙管理委員会で提出書類を確認します。不備な点がある場合には立候

補は認められません。

・提出様式に不備があり立候補が認められない場合は、提出した書類は当委員会でコピー

の上、返却いたします。コピーは委員会を通じ事務室で保管します。

・ご不明な点があれば同窓会室内選挙管理委員会に問合せください。

　ただし、委員が常駐していませんので即答が出来ないこともあります。予めご承知おき

ください。

・候補者は選挙当日、選挙管理委員会の定める時間で所信表明演説を行い、その後、質疑

応答があれば対応してください。

以上

同窓会室内選挙管理委員会
ＴＥＬ・ＦＡＸ　　０７２－６９０－１０９９
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お 知 ら せ

大阪薬科大学
卒業生評議員の選挙を行います！！

２０２０年３月で、現在の学校法人大阪医科薬科大学評議員の任期が終わり、新たに選出

することになります。

大阪薬科大学卒業生評議員は法人寄付行為運用規則上４名ですが、選挙は同窓会会則に

則り、臨時幹事会で１０名（新会長含む）の候補者を選出します。

選挙公示は
同窓会報９７号（秋号）及び同窓会ホームページで
いたします。

必ずご確認をお願いいたします。
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告 知

大阪薬科大学　同窓会　青年局は、卒業生の卒後教育のサポートと同時に、縦の繋がりをつくる事を目
的に、現役働き盛りの平成年度卒業生を対象とした組織です。
同窓会の若手組織として年に1回、青年局大会を開き、卒後教育として日本薬剤師研修センター1単位が
認定される特別講演会と、縦のつながりを作る場として懇親会を設けています。
昨年行われました第３回大会では多くの方々にご参加いただき好評いただきました。

つきましては第４回大会を下記の日程にて開催いたします。

記

日程︰2019年10月20日（日）
特別講演会会場︰TKPガーデンシティPREMIUM大阪駅前　10:30～(予定)
青年局大会会場︰Chandelier	Table	阪急うめだ本店　13:00～(予定)

特別講演（日本薬剤師研修センター1単位）を予定しております。

詳細については大青局のＨＰ（http://daiyaku.net/index.html）にて随時更新
いたしますのでご覧いただけますと幸いです。右記QRコードをご利用ください。

また、本会は予算の関係で皆様への案内状配布が出来ません。HP・SNS等を通じてお近くの同窓生へ
の案内にご協力いただけますと幸いです。

大 阪 薬 科 大 学 同 窓 会
第 4 回  青 年 局 大 会

　第12回大阪薬科大学ホームカミングデーは、今年度も季節の良い６月での開催です。キャンパスや薬
用植物園にも様々な花が咲き、最も美しい時期です。また、特別講演は、H2年卒でもある宮崎先生にお
願いしております。S45、H2年卒以外の同窓生も、多数ご参加ください。また、ミニ・クラス会（各卒業年度
別の同窓会）の開催も歓迎します。

日時	：	2019年6月23日（日）　
　　　学内ツアー（薬用植物園見学を含む）：午前10時より
　　　特別講演よりご参加の方：午後12時より受付

特別講演	：	午後1時よりD棟302講義室
　　　　　「近頃の薬物動態学（仮）」大阪薬科大学教授　宮崎　誠　先生
　　　　　㈶日本薬剤師研修センター・研修受講シール1単位申請中

懇親会	：	午後3時より学生食堂（会費：2000円）
　　　　S45、H2年の卒業生の皆様は会費無料です

＊学内ツアー参加希望の皆様は、日曜日のため食堂が休業しております。軽食をご持参下さい。また、
事前にお弁当（サンドイッチ・飲み物）の予約も承ります。（500円）

お帰りなさい！ようこそ想い出の母校へ
ホームカミングデー2019を開催します
本年はS45とH2卒業の方が招待の年度です。
多数のご参加をお待ちしています！

招待：
S45，H2年卒
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同窓会会則第４条の事業に鑑み以下の項目を挙げ遂行する。

1　会員の親睦及び共催
　　１）１５支部の活動への支援・助成
　　２）クラス会への支援・補助
　　３）ホームカミングデーの開催
　　４）青年局の活動支援
　　５）会員の慶弔に関すること

2　大阪薬科大学の後援と協調
　　１）「学術講演会ｉｎ東京」の主催
　　２）市民講座及び公開教育講座等の開催協力
　　３）学生行事の支援
　　４）優秀教員の研究支援
　　５）生涯学習センターとの協力及び連携
　　６）キャリアサポート部との協力及び連携
　　７）学位記授与式への賛助

3　会員名簿の充実及び会報等の発行
　　１）大薬会報９６号（春号）・９７号（秋号）の企画・
　　　　編集・発行
　　２）会員名簿の大学との共同利用に向けての協力
　　３）会員消息・異動の把握向上

4　大阪薬科大学との協調
　　１）会計計上の見直し
　　２）合同会議の開催

5　その他必要な事業
　　１）「会長及び監査役」、「卒業生評議員」の選挙の実施
　　２）仁泉会（大阪医科大学同窓会）との連携・協調
　　３）大学統合に向けた事業への協力

	

	

	

	

大阪薬科大学同窓会

2019年度（平成３１年度）　大阪薬科大学同窓会　事業計画
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TOPICS

母校と同窓会が協力して同窓生（卒業生）へ求人情報を提供しています！
2018 年 5 月 1 日より、同窓会と母校が協力し、同窓生（卒業生）への求職・求人のサポートを開始

しています。薬局・病院などの求人情報をお探しの方は、是非ご利用ください。現在の求人登録件数
は 45 件です。今後，2019 年度新規求人情報も追加されます。このサポートは、キャリタス UC とい
う大学向けクラウドサービスを同窓会が譲り受ける形で利用し、同窓生が開業されている薬局を含め、
同窓生からの求人や母校キャリアサポート課に寄せられている既卒者求人情報を同窓生（卒業生）へ
紹介しているものです。以下に利用方法を案内します。（求職・求人ともに、無料で利用可能です。し
かしながら、本サービスは、同窓会員の年会費で運用しております。）

求人情報を探しておられる方
手順1：ID、パスワードの発行申請
ID、パスワードの発行は、電子メールにて同窓会の専用メールアドレス：cs.dosokai@gly.oups.ac.jp

（大阪薬科大学同窓会事務室）に①～③の情報を送付してください。
①氏名（旧姓もお願いします）　②卒業年度（不明の場合は結構です）　③現住所

手順２：キャリタスUCへログイン
次に、返信されてきたメールに記載の URL より右
の画面にアクセスして頂き、ユーザー ID、パスワー
ドを入力しログインしてください。

手順３：必須項目を入力し、求人情報を検索
本システムは、大学に在学中の学生向けサービスとして開発されているため、同窓生（既卒者）にとっ
て必要のない項目が数多く存在します。必須項目のみを入力して、「利用規約に同意する」にチェック
を入れて頂き、公開されている求人票（PDF ファイル）を検索してください。希望職業がございました
ら各自で求人薬局や病院等にご連絡ください。

求人情報を発信したい方
このシステムを利用くださる同窓生は、同窓会事務室で登録を代行します。つぎの①～③の情報を

電子メールまたは封書にて大阪薬科大学同窓会事務室宛に送付してください。
①求人票　②求人有効期間　③勤務地
送付先 ： cs.dosokai@gly.oups.ac.jp、封書の場合は、
　　　　〒 569-1094　高槻市奈佐原 4-20-1　大阪薬科大学同窓会事務室宛
　　　　（封筒の表側に「求人票在中」とお書き下さい。）
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同期会だより 頂きました原稿は、固有名詞の修正以外、原文をその
まま掲載するように心がけております。
何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。

（広報）

皆様お変わりございませ
んか。その間東北や熊本
での大災害がありました。
お見舞い申し上げます。

私達 86 歳になりまして
も毎日の生活がなんとか

出来る事に喜びを感じています。
昨年 8 月、9 月の猛暑で食事も取れない日が

続いたように思います。その 9 月30日にお喋りで

三一会の皆様お元気で
しょうか。昨年の三一会
同窓 会は 11 月 5 日ホテ
ルグランヴィア大阪桐の間
で行われました。寄る年
波のせいか出席者も27

名とかなり少なくなりましたが遠くは香港の許さんを
はじめ沖縄、東京、名古屋地方からも元気に出
席していただき宴会では美味しい料理をいただき
ながら楽しいよもやま話に花が咲きビンゴゲームで
は勝った順にお土産の好きなお菓子を取ってもら
いました。

また卓球の江口さんも出席されていて、昨年大
阪薬科大学報 76 号に掲載された「大薬に世界
卓球チャンピオンがいた」の記事を席上で披露
し、皆で当時の思い出を語り合いました。

終わりに次期幹事に佐伯さんを選び来年からも
この会を続けてゆくことを決め散会しました。

今年でいよいよ平成が終わり新しい元号が誕生
します。我 と々同い年の陛下がこれまで現役で
頑張ってこられたのには頭が下がります。これか
らは我 と々同じ隠居の身となられた陛下とともにお

明るい豊濱浩さんがお昼寝中に亡くなられました。
その直後、同窓会にも出席され会計等の手伝い
をしていただいていた三浦斗癸与さんが、透析は
されていましたが 10 月3日に、相次いで天国へ。
同窓の皆様で、在りし日のお姿を偲んでご冥福を
お祈り致します。

来年には米寿の食事会でも出来ればと思ってい
ます。

互いに元気で楽しい生活を少しでも長く送りたい
ものです。

またミニ同窓会として近郊の人たちが集まる T・
S 会は今年 1 月 15 日ヒルトンプラザのたち花で朝
田さんの幹事で行われ旬の素材を使ったお料理
で楽しい一日となりました。これからは年一回の
開催と決まり次回は宮城さんの幹事で 6 月頃開
催の予定です。

また今年の三一会同窓会は昨年と同様ホテル
グランヴィア大阪で 11 月 11 日（月）に開催の予
定です。いろいろ楽しい企画も検討しています。
元号も変わり気分も一新して大勢のご参加をお待
ちしています。

昭和30年卒業

Ｓ30 幹事一同

昭和31年卒業
三一会

Ｓ31 衣川 敏弘
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同期会だより

三二会の皆様、お変わり
なくお元気でお過ごしのこと
と存じます。はじめに、悲し
いことですが石黒隆様がお
亡くなりになりました。心よりご
冥福をお祈り申し上げます。

さて、平成 30 年のクラス会を昨年 11 月11日（日）
にグランヴィア大阪にて開催いたしました。男子 4 名

（大岡君遅れ写真なし）女子 8 名、計 12 名の参
加を頂き楽しい一時を過ごすことが出来ました。とり
わけ遠方より久しぶりの六角さん、青野さん、有難う
ございました。

平 成 30 年 度 燦々
会は 11 月11日（日）ホテルグランヴィア大阪にて 21
名の出席を得て開催いたしました。

卒後 60 周年記念の催しとして［大阪薬科大学同
窓会 100 周年記念・高槻新学舎の紹介ビデオ］並
びに「入学時・卒業時記念写真・各年度の燦々会
会合記念写真」を編集した［燦々会思い出写真集］
をプロジェクターでスクリーンに放映し懐古のひとときを
持ち、大変好評を得ました。

高齢化などで年々出席者が少なくなっていることも

三四会の皆様いかがお
過ごしですか、寒かった冬
も終わり桜の季節が近づい
てまいりました。

今年ははやぶさの竜宮
に無事着陸の快挙、５月１

日には皇太子が新天皇に即位されます。振り返りま
すれば私たちは戦中、戦後の貧しかった時代を乗り
越えて戦後の復興高度成長の一員を担いデフレ時
代を経験今を生きております、でも良き時代を過ごし
てきた感じもします。

人生１００歳時代もとりざたされておりますがあと何
年元気でおれるのか体調が悪いと悲観的になって

今 年も11 月
10日（日）に同
じくグランヴィア
大阪で開催の
予 定ですので
多数の皆様の
ご参加の程よろしくお願いいたします。

なお、今回幹事の山田寛君が辞任されましたの
で新たに杉浦宏君が幹事をお引き受け下さいました
ことをご報告いたします。

幹事（杉浦、八幡、河合、牧岩）

あって、27 回に亘り開催してまいりま
した燦々会の会合を会員の総意を
得て 卒後 60 周年の節目を迎えた
今回をもって終止符を打つことになり
ました。

時を同じくして「平成」が幕を閉
じ、新しい時代の到来を見るのは

感慨深いものがあります。これまでの燦々会の皆様と
の絆は一生消えることなく、貴重な想い出として残っ
ていくことと思われます。

会員の皆様が健康にご留意の上恙なく過ごされる
ことをお祈りするとともに、長年のご親交に感謝しつつ 
後ろ髪を引かれる思いで燦々会の幕を閉じました。
＊なお今後は本格的な同窓会ではなく、年に一度こじ

んまりした集まりを考えております。
（会場：グランヴィア大阪　　開催日未定）

みたりを繰
り返して
おります。

今年の
同期会は
１１月１６日
（土）新阪急ホテルで開催予定です。案内は改
めて連絡させて頂きます。案内状は差し上げていな
い方もあります。大薬会報を見られてご希望の場合
是非ご出席ください。

幹事　濱口 政之、岡北 章
金堀 東茂子、陶山 久子

昭和32年卒業
三二会

Ｓ32 幹事一同

昭和33年卒業
燦々会

Ｓ33 幹事一同

昭和34年卒業
三四会

Ｓ34 幹事一同
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同期会だより

珊瑚会の皆様お元気で
お過しでしょうか？昨年は日
曜祭日を避けて 11 月13日

（ 火 ）に男子 14 名 女 子
10 名の出席を頂きホテル
グランヴィア大阪でクラス会

を開催しました。辻君の絶妙な司会進行のもと、今
日まで歩んで来た事やこれからの事など話題が尽き
ず、3 時間余りが瞬く間に過ぎてしまいました。今年
も11 月に開催の予定ですが詳細は 9 月頃にご案
内致します。悲しい事に今年も一人、土坂潤子さん

開催案内
毎年 6 月第二日曜日
ホテルグランヴィア大阪 20Ｆにて 40 人前後が参加されます。
中には奥様が手押し車にて御主人を連れてこられます、
なんと素晴らしい仲の良い御夫婦が参加されます。

大きいデカンの会の中の
ひとつ、寮生たちで毎年
開催されている( ふなっ子
会 ) のご報告です。

会員は 31 名（亡くなら
れた方 6 名）。全国各地

に住んでいる会員が順繰りにお当番を決めて毎年
開催しています。もう55 回も続いていて、今回のお
当番は寺浦 ( 中山 ) 富美さんです。過去に開催し
た ( ふなっ子会 ) のお写真や開催場所がすべて記
録されている、ずしりと重く立派なアルバムを拝見し
て驚きました。でも来年からは、年も年、遠いところ
はしんどいので、これからは懐かしい大阪に決めま
しょうということでした。今回は、平成 30 年 6 月10

傘寿記念リーベ会開催
のご案内

新元号が始まる5 月に、
傘寿記念リーベ会（九期
生クラス会）を文化・文政
の頃から200 年以上続く

老舗で、ミシュランガイドに 2011 年から連続三ッ星
を獲得した名店「京料理なかむら」にて、次の通
り開催させていただきます。

京料理を目と香りで楽しみ、味わいながら、傘寿
をみんなで お祝いしましょう。

お誘いあわせの上、多数ご出席いただきますよう

の訃報が
届きまし
た。謹ん
でご冥福
をお 祈り
致します。
この 会も
愈々終わりに近づいてきました。今まであまり出席さ
れていない方も是非懐かしいお姿をお見せ下さい。

幹事　辻（竹中）・上田・竹中・野口・前田・
森尾（早石）・鍛冶（葛野）・片桐（武田）

日、日本一高
いビル阿倍野
ハルカスタワー
の花外楼で開
催。参加者は
14 名、今年も
バッチリ記念写真をとりました。やはり4 年間同じ釜
の飯を共にした仲間ですので結びつきがとても深く、
みなさん実によくしゃべりよく笑う和やかな 2 時間でし
た。残念なことにこの時お元気だった畑 ( 樫本 ) 阜
佐子さんが平成 31 年 2 月に亡くなられました。

デカンの会は 2020 年のオリンピックの年、その時、
東京で開催とのことですが、皆様よろしくお願いしま
す。無理な時は大阪にしましょうね。

お願い申し上げます。なお、お申し込み締め切り後
ですが、若干名の追加ができますので、5 月10日
までに、世話人代表の中村洋さんまでご連絡・お申
込みください。
○開催日時：2019 年 5 月23日（木曜日）12 時
〇開催場所：京料理なかむら（椅子席です）
　京都市中京区富小路御池下る
　℡ 075-221-5511
〇アクセス：JR 京都駅から地下鉄烏丸線の烏丸御

池駅下車又は、阪急京都線烏丸で乗り換えて地
下鉄烏丸線の烏丸御池駅下車 徒歩約 5 分。

昭和35年卒業
珊瑚会

Ｓ35 幹事一同

昭和36年卒業
三六会

Ｓ36 斉藤 弘一

昭和38年卒業
デカンの会

Ｓ38 幹事一同

昭和37年卒業
リーベ会

Ｓ37 幹事一同
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同期会だより

2018 年度エルフ会（S39
卒業）は10月21日（日）リー
ガロイヤルホテル大阪にて
開催しました。

28 名（ 男性 12 名・女
性 16 名）の参加でスタート。
全員 77,78 歳の後期高齢

者に突入している事から特別講演に同窓の松谷之
義君に Dr の立場から「あなたは大丈夫〜ロコモ・
フレイル予防・改善〜」のテーマで同じく同窓の木
村捷二郎君に大学職員の職歴上「最近の新入生
ガイドライン」のテーマで話してもらい前半 2 題の特

喜寿の集い
一年ぶりのクラス会

を開く直前に、思いもよらず大阪北部大地震と21
号の台風、豪雨と立て続けに大きな自然災害が起こ
り、ハガキを出すのに少し不安があったが、喜寿と
いう節目に感謝し、またいつも出席してくれる友を信
頼して、ハガキを発送した。気をもんでいたが徐々
に出席の便りが集まり、安心できる状況になった。
出席者は男子が 11 名、女子が 16 名で、平成 30
年 10 月14日（日）12 時からグランヴィア大阪に集
合した。当日の受付付近では友人同士顔を合わせ
ると大きな声で災害の様子を尋ねている。宴会場で
も同様で他の友人をおもいやり尋ねている。

別講演からス
タートしました。

後半は学級
委員の山口正
邦君の乾杯の
挨拶で始まり、
皆さん 2 年ぶりの再会で話に花が咲き、各自近況
を紹介しながら楽しい有意義な時間が経過、2 年
後の再会を約束して閉会しました。

尚、次回幹事は田村佳世（西田）・福井綾子（中
島）・西山雅宏・水口公範各氏にお世話頂きます。

日時・場所は未定です。

60 歳台での話
題の中心は、孫
の世話、親の介
護のつらさ、旅行
の楽しさ、 仕 事

の話が大部分で、建設的な明るさが見受け
られたが、喜寿ともなれば、日常生活を送る
上で、健康維持のため、散歩をしたり、ジム

に行ったり乗馬をしたり、各人が考えて体を動かす
工夫をし、持病とも考えられる生活習慣病に苦しみ、
腰、膝の痛み等暗い話であった。これは体幹や精
神力等が年とともに劣化していき何らかの改善が必
要であると各人が認識しておられる様です。それぞ
れのテーブルでは、学生気分になり明るい笑い声が
聞こえており、3 時間はあっという間に過ぎ、それな
りの容姿の記念写真を撮った。来年 10 月13日（日）
に全員が元気でグランヴィア大阪に笑顔を見せてく
れることを願って別れた。

昭和39年卒業
エルフ会

Ｓ39 西村 惠三

昭和40年卒業

Ｓ40 幹事一同

平成三十年十一月十一
日（日）正午より天王寺公
園北西側の「天王殿」で
開催致しました。出席者は
二十七名でした。

平成二十九年第十七回
の時に今後毎年催すことと

決定したことにより今回の運びとなりました。いつもと
趣向を変えて純和風の料亭で行いましたが畳敷きの
大広間にテーブルと椅子が据えられておりました。地
震、豪雨による土砂崩れ、水害、台風等、日本列
島、天災続きの年でしたが、当日はあたたかな秋日
和でした。

卒業して五十余年、いわゆる後期高齢者の域に
入った年齢ですが、それを感じさせない華やかな雰
囲気がただよっておりました。

お一人おひとりの近況報告においては、仕事、趣
味等にまつわる充実したお話、そしてその話される
お姿に、静かなる自信と、ある種、艶といえるものが
伝わってくるようでした。

会席料理を戴きながら、そしてその後のお茶の時
間を入れての四時間余がなごやかに過ぎました。次
回の再開を約束し、そして今回来られなかった方々
の出席を期待して散会致しました。

幹事　田中靖人、大谷美智代

昭和41年卒業
いざよい会

Ｓ41 幹事一同
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同期会だより

１９期生 古希を祝う同窓
会のご案内

皆さま、お元気にお過ご
しのことと思います。すで
に古希を迎えられた方、こ
れから迎えられる方もおら

れると思いますが、古希を記念して同窓会を下記の
要領で開催致します。今回は兵庫の皆さんが中心
にお世話をさせて頂きます。ご多忙とは存じますが、
お誘い合わせの上、奮って御参加下さい。

第 20 期生第 10 回同窓会を10 月21日に千里阪
急ホテル西館 2 階の仙寿の間において行いました。

31 名の参加予定でしたが当日2 名の欠席で 29
名の参加がありました。

昭和 48 年会の同窓会は平成 20 年の第 6 回の
出席者が 56 名、平成 23 年の第 7 回が 51 名、平
成 24 年の第 8 回が 36 名、平成 28 年の第 9 回が
37 名、平成 30 年の第 10 回が 29 名となっています。

今年は少し参加人数が減っていますが同窓会で

なお、正式なご案内は、７月頃発送の予定です。
皆さんとお会いできることを楽しみにしています。

記
日時：９月８日（日）１１：３０〜１４：００
場所：ホテル竹園芦屋
　　　JR 芦屋駅北へすぐ

幹事　吉原 健司、岩本 真美子（中塚）
田原 耕二、三野 芳紀

お馴染みの顔合わせでもあり和気あいあい
の雰囲気でラウンジでの二次会も殆どが帰
られる方もなく、昔の思い出に花を咲かせ
ながら懐かしさに思いを巡らせながら皆さん
の顔がほころんでいるように感じられ大変楽
しい時を過ごすことができました。

また、今回から昭和 48 年会同窓会のラインを始
めました。

ホノルルの新年やシンガポールの春節の写真など
がリアルタイムで送られてきて楽しい交流の場となって
きています。

次回も皆さんが参加しやすいように月と場所を固定
し 2 年に 1 回程度実施するよう企画しています。

今回も幹事の皆様大変有難うございました。
引き続き宜しくお願いします。

昭和47年卒業

Ｓ47 幹事一同

昭和48年卒業

Ｓ48 幹事一同

昨年、平成３０年９月２３日（日）午後１時、ホテル
グランヴィア大阪２０階・名庭の間に於いて、卒後第
１０回目のクラス会を開催しました。クラス会は２年振
りの開催で、当日は総勢４９名の級友に参加いただき
ました。

開会に先駆け、これまでに亡くなった級友の霊に黙
祷を捧げ、哀悼の意を表した。懇親会は安田の司
会進行で始まり、同窓会会長を務める武枝敏之君の
開会挨拶として、大阪北部地震による母校の被害・
復旧状況について、また大阪薬科大学・大阪医科

昭和４５年卒業生へのホームカミングデー案内
私たち昭和４５年卒は今年卒後５０周年を迎えることになります。今年６月２３日、大学で開催されますホームカミ

ングデーは、私たちの学年が招待される年に当たります。
クラス会は梅田のホテルグランヴィアで行っていますが、高槻の学舎をご存じない方も多数だと思います。昨年

もクラス会は実施しましたが、今年は大学での同窓会としたいと思います。多数の同期生にお集まりいただけるこ
とを大いに期待しています。当日は学内見学ツアーや講演会、懇親会が開催されます。

詳細につきましては別途ハガキにて各位にご案内を差し上げます。

大学に関わる最近の話題提供、そして
「平成３０年春の褒章で級友の常風
潤一氏と小田早苗氏が旭日双光章を
受賞された」ことが併せて報告された。
引き続き、学年幹事の佐々木紗代子
君の乾杯の発声で宴に入りました。今

回初めての参加の級友もおられ、近況報告や学生
時代の思い出話、親御さん・連れ添いの介護、自身
の身体の衰え、健康寿命、孫の世話などで話題が
盛り上がり、予定の３時間があっという間に過ぎました。
中締めの挨拶の後、集合写真の撮影を行いお開きと
なりました。

写真撮影の後、時間に余裕のある級友は場所を
変え、ホテル内の１９階・レストラン“アブ”での２次
会に参加し、午後７時前に散会となりました。
幹事　武枝 敏之、安田 正秀、小田 早苗、佐々木 紗代子

昭和45年卒業

Ｓ45 安田 正秀
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同期会だより

私達の学年に
は調剤の出来る
坊さんがいます。
寺 の 住 職 です。
そんな彼からのビ
デオレターを見な

がら楽しく、お酒を呑み交わす。ジャズピア
ノを弾き語る薬剤師もいます。畑仕事に勤しみなが
ら調剤やってる人も。そう言う私は調剤の出来ない
薬剤師です。いろんな薬剤師がいます。

久し振りの同窓会、最初は残る面影から、名前
を思い出そうと頑張る。覚えの有る顔なのに、昔の
関係を思い出せない人も。お酒も進み、楽しく会話
を交わす内に、それも気にしなくなる頃、昔の記憶
が突然湧いてきます。今は別々の人生を歩んでるけ
ど、昔お付き合いした人もいるでしょう。学生の頃、
付き合い出し結婚したカップルもいます。

大画面に映し出された卒業アルバム写真。ネット
接続したカラオケで、歌詞を大画面に映し、青春時
代の歌を皆で大合唱する頃には久々の再会も最高

平成３０年１０月２８日（日）
に阿倍野ハルカス「大阪マ
リオット都ホテル」において、
第２２期生（昭和５０年卒）
のクラス会を開催しました。
３年ぶりの開催で、今まで

は梅田界隈で開催していましたが、今回初めて大
阪の南のほうで開催しました。今回は６０名の参加を
いただき、中には会に出席する前に、かつて母校が
あった高見ノ里に行かれた方もいました。

最初の挨拶で、大阪医科大学との統合の話を少
ししましたが、２０２１年４月には「大阪医科薬科大学」
として新たにスタートします。

宴会の中ほどで、参加者一人ひとりから、今の現
況や学生時代の思い出について語っていただき、と
きどき頷いている方もいました。

２次会は引き続き１階下にあるバーで行いました
が、当初参加予定のなかった方にも参加いただき、
それぞれの席で懐かしい話で盛り上がり、青春時代
にタイムスリップし旧交を温めていました。夕暮れ時に

潮♪♪〜
撮った写真は全て、ホテル HPクラウド上にアップ

し、各自ダウンロード。白黒の卒業アルバムも今の
技術で全てカラー化してアップ。凄い時代です。間
もなく私達年寄りには着いていけなくなるかも。今回
何とか、これら全てをタブレットで自力演出。

幹事の女子力も凄い。現役をリタイヤし始める男
子。まだまだ現役バリバリで調剤に励む女子。感心
感心！

皆、いつまで働くんやろ？！？そろそろ若い者に譲った
ら、ええんちゃうんと弱音を吐く私。良い思い出が、
また一つ。楽しい一時でした。

なると、西の空にきれいな夕焼けが見え、皆さましば
しそちらのほうに目を向け感嘆の声が上がりました。

なお、今般の大阪北部震災で母校の建物も甚大
な被害を受け、今回参加の皆さま方のご了承を得
て、今回の会費とクラス会活動助成金の一部を寄
付させていただきました。

散会の時間となり、皆さま楽しい思い出を胸におさ
め、次回の再会を約束して家路についていきました。

幹事　松本 秀仁、森 麻子、藤波 美津子

昭和53年卒業

Ｓ53 幹事一同

昭和50年卒業

Ｓ50 幹事一同
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同期会だより

1983 年 卒 業（30 期 ）
の製薬学科 1（S1クラス）
のクラス会が、昨年 2 月18
日にグランヴィアホテル大阪
で開催されました。

卒業以来 35 年ぶりの開
催とあって、遠方にもかかわらず計 34 名（男 17 名、
女 17 名）に参加してもらえました。

今は日本各地に散らばっており、集まりが心配され
ましたが、多くの方に参加し喜んでもらえたかと思い
ます。

学生時代と変わらない方、誰かわからない方もお
り35 年の長さを痛感しました。

前日に撮影した高見ノ里駅から旧大学までのスライ
ドを見て、変わってしまった風景を残念に思い、変
わらぬ風景を懐かしく感じました。

平 成 30 年 10 月 7
日 ( 日 )13 時 30 分か
ら、ホテルグランヴィ
ア大阪において S61
卒の同窓会が開催さ
れました。

当日は来賓として同窓会本部より、武枝同窓会長、
橋本副会長も出席していただき、卒後 32 年目での
初めての学年同窓会はとても盛大でした。

私は女子寮にいたので、寮の仲間とは数年ごと
に集まっていたのですが、今回は学年全体の同窓
会ということで、案内状が届いてからずっと楽しみに
していました。

当日、受付デスクのあるロビーでは、「わーっ、久
しぶり〜」「元気？」「おうっ！」と久しぶりに会う懐か
しい仲間の声と笑顔が飛び交い、会が始まってもワ
イワイ、ガヤガヤと賑やかな雰囲気でますます盛り上
がっていきました。

参加者 85 名、こんなに大勢の仲間が時を経てこ
こに集まれたことに感謝と感激です。各テーブルの
上には、卒業アルバムのコピーや出席者リスト、欠
席者コメントの用紙が配られていたので、32 年のブ
ランクはあっという間に埋まりました。仲間との会話の
後にアルバムを見直してみたり、大学の映像を見て
学生時代のいろいろな記憶が蘇ったり、驚きと発見
があったりと、落ち着いてテーブルで食事する間もな
く動き回りいろいろな人とおしゃべりしていました。「同
窓会っていいな」「参加できてよかったな」とつくづく

久しぶりの再会で会話に花が咲いたことから、お
料理に箸をつける暇もなく、3 時間の 1 次会もあっと
いう間のお開きとなり、そして、誰が求めることなく2
次会、3 次会へとほぼ全員が流れて行きました。

2020 年には我 も々還暦の年、その時にまたクラス
会の開催を予定しています。

その時にはクラス会ではなく学年としての同窓会を
開催できればとも思っています。

この会報を見られた S1クラス以外のクラスの方か
ら幹事の立候補があることを期待しております。

思いました。
会の最後には、クラスごとに、そして武枝会長を

囲み全体の記念撮影が行われました。この写真が
大薬会報に掲載され、我々の学年も同窓会だよりに
デビューするのだと思うと不思議と会報誌に親近感
が沸いてきました。二次会も含め、楽しく懐かしい 3
時間半はあっという間に過ぎてしまいました。

5 年後は還暦同窓会を開く予定とのことです。今
度は皆と一緒に何か赤いものを身に着けて参加でき
れば楽しいだろうなと思っています。そのためにも健
康で笑顔で毎日を過ごしたいと思います。

最後に、この度の同窓会を主催し、いろいろお世
話をしてくださった幹事　岡崎弘記、阪本雅彦、八
田恭一、桑原栄樹、小西浩之、朱裕子、泰松明子、
成田好江、山本眞規 ( 馴染み深いので旧姓を使わ
せて頂きました。ご了承下さい。) の皆さんには心か
らお礼申し上げます。

特に名簿作りには大変なご苦労があったことと思
います。会の後のお礼メールにも感動しました。沢
山の仲間に会えて嬉しかったです。次回も首を長く
して楽しみにしています。皆様お元気で本当にあり
がとうございました。

昭和58年卒業

Ｓ58 幹事一同

昭和61年卒業

Ｓ61 市川頼子
土手美智子
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同期会だより

去る 3 月 2 日　東京に
てミニ同窓会をしました。
声をかけた 6 名全員がそ
ろい、楽しいひとときでし
た。東京、千葉、大阪、
仙台、福島と各地から集

まりました。
3 年ぶりなので（もっと会ってないひともいて）は

じめは分からないひとも。
駅前の KITTE に入っているビストロ　ドンピ

エールハートというかわいらしいお店で昼食を。お
しゃべりを楽しみました。その内容は職場のこと（30
代の後輩は指示待ち世代で教育がむつかしい。）
災害のこと（大阪の地震、台風や東日本大震災
のときどうだったか。）などです。

ここで私は福島在住なので、東日本大震災につ
いて書きます。災害後８年経過しましたが私の住
む郡山市は低線量被曝地域でその健康被害はこ
れから分かるという状態です。娘も毎年甲状腺が
ん検査をしています。また、低線量被曝について
は科学的に分かってないので、避難する、しない。
地産地消を推進する、反対する、どちらともいえな
いなど人々に分断をもたらしています。また線量が
まだ十分に下がってない地域に除染が済んだから
と帰還を進め、無理やり復興させられるのはごめ
んです。このことは、その場では話さなかったけれ
どお伝えしたかったので。こんな思いは、二度と
誰にもしてほしくない。ということで「原発いらない
福島の女たち」で活動しています。

さて昼食後、お母さまの体調がお悪いとのこと
で 1 名帰り、（それぞれ親のことが心配な年齢だよ
なあ。）と思いつつも、お目当てのはとバスへ。皇
居前で降り、楠正成像、皇居前二重橋を見ました。

桜田門、国会議事堂を車窓から眺め船着き場
につきここからは東京湾クルーズを楽しみました。

シンフォニーアフタヌーンクルーズ乗船、想像して
いたより立派な船でした。

お天気は快晴、気温もちょうどいいという最高の
コンディションでデッキでベイブリッジなど景色を楽
しみ、写真撮影。

ここでもメインはおしゃべり。ビール片手に「膝
が痛い。もう年やわ。」と嘆くひとりに、すかさず
ひとりが「だめ、もう年なんて言っては。ほんとに
年になるよ。痛いとは言っていいけど、年はだめ。
自分はまだまだ若い。と思わなきゃ。」H2 卒、微
妙なお年頃です。

私は将来の夢を語りました。それはひとりになっ
たら、デンマークに移住することです。なぜデン
マークかといえば福祉国家でひとを大切にする、
具体的には子育て、介護が無償だし、（今のとこ
ろ移住者にも適応）何よりみんなで徹底討論して
物事を決めるという国民の姿勢に共感するからで
す。そこで 95 歳で再婚し、120 歳まで生きて人
生2度目の銀婚式を迎える（1回目は去年めでたく）
のが夢です。
「お相手はどうするのよ。」それは、今、お茶の

お稽古を春木の母としており、60 からは、着付け
を友人に、亡き母の遺してくれたお琴を知り合いの
娘さんに習い、今習っているピアノもブリュグミュラー
の次は日本童謡の歌集を習いチャーミングなおば
あちゃんを目指すつもりです。こんなバカ話をしてい
るうちに 50 分のクルーズは終わりました。

その後銀座、歌舞伎座を車窓からながめながら
東京駅へと帰ってまいりました。

とても充実した一日でみな口々に「楽しかった。」
「また会いたいね。」「また企画してね。」

と再会を誓い、わかれを惜しみました。
3 年後に会いたいなあ。
みなさんもミニ同窓会、企画してみてください。リ

フレッシュできますよ。

平成2年卒業

H2 春木 正美

卒業年ごとのクラス会には幹事さんが必要です！
クラス幹事さんはクラス会の仕事以外に、以下の重要な仕事もあります。必ず決めて、同窓会室にご連絡ください。

①同窓会幹事会に参加でき、母校や同窓会の動きなどを知ることができ、また、意見を述べる機会もあります。
②クラス会員が支払った同窓会年会費の２０％の補助金が受け取れます。ただし、幹事会や総会に出席しなけれ

ばなりません。また、受け取りの期限もあります。
③補助金はクラス会開催などに有意義に使ってください。
④年１回、会計報告をお願いします。

不明な点は同窓会室に問合せください。
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同窓会支部だより

東海支部（愛知、三重、岐阜）発
足以来 5 回目の総会、懇親会を開催
いたしました。平成 30 年 9 月９日（日）
名古屋の金山駅近くのサイプレスガー
デンホテル。本部からは、武枝会長、
橋本副会長にきていただきました。
参加者は総数 35 名。本年は、大阪
医科大学同窓会の愛知県支部仁泉会
から神谷様、山本様を来賓としてお
迎えいたしました。

総会、懇親会は例年もそうですが、
年の差を超えての和気藹々の雰囲気
のうちに時間が過ぎました。二次会は
ホテルのカフェで来年の再会を願い、

東 海 支 部
散会となりまし
た。

東海支部は毎
年９月の第２日
曜日に開催して
おります。

今 年 は、9 月
8 日（ 日）12 時
より　名古屋市
熱田区金山　サイプレスガーデンホテ
ルでの開催の予定です。

三重、岐阜、愛知県、東海三県の
皆様、ご参加をお待ちしております。

（支部幹事　杉山 和明）

滋賀県支部は平成 31年 3月3日に、
平成 30 年度の支部会を開催いたしま
した。

会長をお迎えし大阪医科薬科大学
合併の状況や、同窓会本部の活動状
況などをお話しいただきました。病院
勤務の方、開局の方、薬から離れた
仕事をお持ちの方など、１２名の参
加でした。初めてお会いする方も、同
窓生ということになると、不思議と親
近感や連帯感が湧いてきます。同窓
会ならではの和やかなひと時を過ごせ
ました。ありがとうございました。残
念ながら写真を撮り忘れてしまい、申
し訳ありません。

ところで、滋賀の人々は、「琵琶湖
の水質を守る」ということにひそや

滋 賀 県 支 部
かな使命感をもっています。３０年ほ
ど前には、「せっけん使用推進運動」
が盛んでした。環境に配慮して、合
成洗剤や、リン酸塩を含む洗剤の使
用を控えようという運動でした。現在
は「マザーレイク」の環境を守る運動
として若い世代にも引き継がれていま
す。

そこで、大げさなものではありませ
んが、洗剤を使用せずに行う洗濯方
法と、食器の洗い方を支部会でご紹
介いたしました。マグネシウムの金属
塊を使った「洗濯○〇」を使うと、洗
剤は全く使用せず洗濯ができます。
市販のメラミンスポンジとぬるま湯を
使うと、ほとんどの食器をきれいに洗
うことができますし、手荒れを起こす

こともありません。ただし、メラミン
スポンジが崩れてできる屑は、台所
用のストッキング状の網で漉し取り、
環境に出さないようにしないといけま
せん。ぜひお試しください。

さて、昭和２０年ご卒業の浜尾様
からご伝言があります。現在９４歳に
なられる大先輩です。同級生の方は
ご健在でしょうか。ぜひお電話なり、
お便りなりいただけるようにお知らせ
くださいとのことです。

次年も皆様のご協力をお願いいた
します。

（支部長　増田 陽子）
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同窓会支部だより

平成 30 年 10月14日、同窓会京
都府支部会＆懇親会が、からすま京
都ホテルにて開催されました。①支部
会会務報告　②講演会　京都大学
iPS 細胞研究所　前副所長　林秀也

京都府支部

先生（S44 年卒）のご講演　③懇親
会　本学同窓会会長、同副会長、大
阪医科大学同窓会京都仁泉会会長松
本恒司先生、同副会長森本博子先生
と共になごやかにアットホームな懇親

会でした。
京都府支部長 中嶋 一郎
　

総会・懇親会
平成３０年１０月１４日（日）シーサ
イドホテル舞子ビラ神戸にて、本部か
ら長舩副会長と橋本副会長のご出席
を賜り平成３０年度兵庫県支部総会
ならびに懇親会を開催しました。そし
て今回は大阪医科大学同窓会の仁泉
会から安藤嗣彦副理事長にもご臨席
賜り、兵庫県支部にとりまして意義深
い総会となりました。
総会では事業・会計報告が行われ
全会一致で承認されました。次に神
戸市立中央市民病院臨床研究推進
センターの佐々木将博先生 (Ｓ54)よ
り「認知症の核医学診断と治療薬開
発」という演題でご講演をいただきま
した。高齢化が進んだ日本で今一番
関心が高い認知症の診断と治療薬に

兵庫県支部
ついて、放射線の基礎から最近の治
療薬開発の状況といった大変興味深
いお話をいただきました。
引き続き写真撮影のあと懇親会が
開催されました。長舩副会長、安藤
嗣彦仁泉会副理事長にご挨拶をいた
だき、阪上亨宏氏（Ｓ58）の乾杯の
発生で宴会は始まりました。
今回は奈良県支部からお二人にも
ご参加いただき
２３名の賑やかな
会となりました。
安藤先生には医
科大学と薬大の会
員の間では研究会
や勉強会で交流は
すでに活発に進ん
でいるとのお話を

伺いました。これを機に兵庫県支部と
しまして積極的に交流を進めて参りた
いと思います。次回は「ホテル竹園・
芦屋」にて７月ごろに予定しておりま
すので、平成卒の皆様、他府県支部
会員の皆様も是非お誘いあわせの上
多数のご参加をお待ちしております。

（S49 山下 正明）
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同窓会支部だより

平成30年 8月19日(日 )12 時より、
水郷会 ( 大阪薬科大学同窓会広島県
支部 ) の総会・懇親会がホテルグラン
ヴィア広島3階高砂の間で開催されま
した。
7月6日の大雨による土砂災害より
一ヶ月半しか経っていなかったので、
不安を抱えての開催でした。当日、
JR 山陽本線、呉線、芸備線は不通
でした。
総会のあとの懇親会には、大阪医
科大学の同窓会仁泉会の理事であり、
仁泉会広島県支部支部長の小野誠治
様が、総務の平賀正文先生と一緒に
出席してくださいました。大阪薬科大
学同窓会本部より武枝会長、長舩副
会長が出席してくださいました。
武枝同窓会会長が一部の授業で、
医学部、薬学部、看護学部の合同講
義が行われていることをお話しくださ
いました。ただし、薬学部は、人数
が多いのと、地理的に離れているため、

広島県支部
別の部屋でテレビによる
ものだそうです。金好水
郷会会長より、東広島市
での多業種連携の苦労話
を聞かせていただき、大
層有意義でした。
今年は平成 29 年卒の
フレッシュな卒業生の参
加がありました。支部か
らは、15 名の参加がありました。ベ
テランの域に達している14名 (引退し
ておられる方も何人かおられます )こ
の14 名、実に個性豊かで、働き方も
様々です。東広島市内の薬剤師はも
ちろん、医師、歯科医師、理学療法
士、ケアマネージャー、介護士に深い
人脈を持ち、患者様に一番良いやり
方を見つけるのに、少々の熱い話し合
いは拒まない金好会長、公立総合病
院で定年まで働き、退職前は薬剤部
主任部長を務められた方。市長選挙
出馬経験のある市議さん。御自身の

薬局を経営されながら、県内の薬剤
師に関わる様々な会の会長をされな
がら、大学でも講義をされておられる
方。書けば、本当に長くなってしまう
のでこの辺でやめておきます。水郷会
には、いろいろな経験をお持ちの方
がおられ、興味深い話が聞けて、楽
しいなぁと思ったひとときでした。
今年もこの頃、また開催します。多
くの方の参加を希望いたしております。

（S55 原田 ( 正木 )  裕子）

台風２４号のためＨ３０年９月３０
日の奈良県支部総会は中止になり、
日を改めてＨ３１年３月１７日 (日 ) に
あやめ館にて開催しました。
荒井支部長が体調不良のため、小
原 喜博（Ｓ５２）が支部長代理を務
めておりましたが、今回正式に小原
氏が支部長に選出されました。
天候・災害など不測のことが起こり
ますが、会員皆様の母校愛に支えら

奈良県支部
れ支部を続けていくこと
ができ、本当に感謝し
ております。
武枝会長・橋本副会
長の出席をいただき、
他府県からの参加も含
めて３２名の方に来てい
ただきました。

総会・会計報告のあと、講演会は
石賀 直之氏 ( Ｈ１９) の「時の刻みと
紙の刻み」と題して、切り絵の作品を
お姉さまの美しい詩の朗読とともに見
せていただき、至福のひと時を過ご
すことができました。薬剤師の仕事を
しながら、切り絵作家として新境地を
開拓されている姿、たのもしく拝見し
ました。
懇親会は恒例のカラオケで盛り上

がり、校歌の合唱をして 今秋の再会
を約束し閉会しました。
奈良県支部総会には県在住の方に
限らず, お友達と誘いあって 是非ご
参加ください。

記

日時：R１年９月２９日 (日 )　
　　  １０：３０～１５：００
場所：あやめ館（奈良市あやめ池）
講演：未定
会費：８０００円
問い合わせ先：藤村　秀子

（S49 松本 美枝子）
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同窓会支部だより

近畿国立病院機構支部の支部長を
しております国立循環器病研究セン
ター薬剤部の老田です。

本支部は毎年日本病院薬剤師会近
畿学術大会の初日 ( 土曜日 ) に開催地
で支部会および懇親会を開くことが、

年に一度のお約束となっております。
今年は奈良での開催で、参加者が

少ないかなと思っていましたが、現職
31 名、武枝同窓会長をはじめ大学関
係の先生方 6 名と多くの参加をいただ
きました。

現在、近畿国立病院グループ (21
施設 ) の薬剤師は 300 数十名のうち、
本支部会員は出身大学別では最多の
70 数名で、毎年数名の卒業生がメン
バーに加わっています。

私もはっきり把握していませんが、
今年も大薬 5 回生の薬学実務実習生

を 40-50 名程度近畿グループ全体で
病院実習を受け入れています。

我々は研修等では会う機会があり
ますが、やはり同じ釜の飯 ( 正確には
松原と高槻で少し違いますが ) を喰っ
た仲間同士、写真のとおり老若男女入
り乱れての楽しい会となりました。

来年は支部会を神戸 ( 三宮 ) で開催
しますが、さらにアクティブな報告が
できればと思っています。

（S57 老田 章）

近 畿 国 立 病 院 機 構 支 部

春寒しだいに緩み、つぼみも膨ら
む今日この頃ですが、皆さんお元気
ですか。

2019 年 3 月 2 日（土）武枝敏之同
窓会会長のご出席のもと大分・宮
崎・長 崎・福 岡から 15 名が 集い、
2018 年度九州支部総会を渡辺幹雄
氏（S45：大分）のお世話でレンブラ
ントホテル大分にて開催致しました。
総会では、武枝会長から大学と同窓
会の最新の動向を拝聴した後、
議事次第に入り九州支部会の
会則と今後の運営方針につい
て協議し承認されました。また

「九州支部会同門会誌 第 1 号」
の創刊、「江上祥一氏 (S53；熊
本県薬剤師会副会長 ) の藍綬
褒章授与」と「大分支部会の
発足」の３つの嬉しい報告がな

九 州 支 部
されました。各支部会の更なる充実は
言うまでもありませんが、今後九州全
県に支部会が発足することを大いに
期待したい所です。引き続き山本経
之氏（S45；福岡）が

大麻に関する最新の知見を中心に
タイトル「ホットな大麻のクールな視
点；大麻の何が問題か？」の講演が
ありました。その後懇親会が開催さ
れ、話題の尽きぬ宴もたけなわのな

か散会し、有志はさらに 2 次会へ。
翌日は雨に見舞われたが有志で、高
崎山を訪れサルには振られましたが、
マリンパレスの魚達には大歓迎を受
け、しめに極めつけの別府温泉に浸
かりながら再会を夢みた。　
「朋あり遠方より来る、また楽しか

らずや」

（S45 山本 経之）

9 月 16 日（日）12 時ホテルグラン
ヴィア和歌山にて、支部総会を開催し
ました。

総会では、活動報告並びに会計監
査報告が行われ、何れも原案どおり
に承認されました。また、本部同窓

会会則の改正に伴い、当支部も同様、
会則の一部を次の通り改正しました。
「役員任期を 1 期 3 年から 4 年とす

る。再選は妨げない。但し、会長は
連続 2 期を限度とする。」

施行日は、現役任期満了後の平成

32 年（2020 年）4 月 1 日施行とする。
次に、平成 31 年度（2019 年）支

部総会日程及び次期役員改選を協議
しました。総会は平成 31 年（2019 年）
7 月 21 日（日）12 時ホテルグランヴィ
ア和歌山での開催が決定されました
ので、会員の皆様方の多数のご参加
をお待ちしております。

ランチ懇親会では、本会の活性化
のため、各分野の若手役員人材の推
薦など、話し合い、和気あいあいで
楽しい会でした。

（S46 田中 康裕）

和 歌 山 県 支 部
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小学、中学の通信簿ほぼオール1。高校入学試験は 3
校不合格、平安高等学校（浄土真宗）では補欠で入学、ク
ラスでは1年時最下位であったが「トクトミロカ」全集を熟
読（漢字の読方暗記）して、2年トップ、3年学年1位となる。
その高校の時、担任の先生に教科「宗教」を教えて頂い

た記憶があります。卒業後、薬学の道に進み、さらに病院
勤務において臨床検査の仕事を通して基礎医学を修得しま
した。その後、薬の開発・商品化にまで至りました。

①水虫薬……自分の足を実験台にした研究、薬剤感受性
DISK検査法を真菌に応用し、種々の真菌を入手、培地
も最適な増殖に伴う発育条件を満たし、抗真菌活性へ
の増大する薬剤を見出す。invivo は明治製菓研究所で
実施、そして水虫治療薬「ポリックL」として商品化。（朝
日新聞「ひと」、総合NHKテレビ、ニュースステーション、
毎日放送、読売放送に出る。）

②「女房が呉れたノーベル賞」ベストセラー！自身の水虫の
悩みから始まったという商品開発のエピソードを思わず
笑いがとれそうな話、それが水虫の特効薬にかけた男の
物語、夫婦が父子が愛の絆でいちずに咲かせた男の夢、
日本中に笑いと涙をと感動の渦。とにかく面白い。（千熊
元学長の依頼で、大学図書館に寄贈）

③多剤耐性線膿菌の抗菌剤の研究……特殊な菌が社会問
題になっており「何とかしないといけない」という意識を
持ち抗菌効果の増強を確認するための試み、菌種の入手
が困難であり培養の実施可能な検査設備の探索に苦慮。
抗菌剤（cefepime）と亜鉛、プロタミン、ナファモスタッ
トに対する2 剤併用が阻止形成の感性改善傾向が認め
られた。（なお抗真菌剤、抗菌剤のディスク作製は薬局
で無菌箱（袋）を作り実施）

④美白「女房のシミ、シワが取れるクリームが欲しい」の
一言。研究のヒントは黒い出目金魚。金魚のメラニン色
素が白くなる成分を見つければ・・・と思い200 匹を購
入して5 年、ついに乳酸とコハク酸に美白効果があるこ
とをつきとめた。メラニン生成阻害効果を日本食品分析
センターで確かめ、色素沈着回復効果あり、invivoは研
究機関に依頼した。

そして、仏像を彫ることによって潜在的に精神面での仏
さまの真心を悟ろうとしながら、先生の教えを思い出して
いたかもしれません。学生時代に、京都広隆寺で何の飾り
もなく、しなやかさが表現され、その崇高なお姿をした弥
勒菩薩との出会いの記憶がある。静かに引き込まれるよう
な神秘的な美しさ、優しさがあった。顔の少しエキゾチッ
クに見えるところ、微笑みを含めた穏やかにして雅やかで、
まことに雄大でロマンチックな容姿をを見ると気が休まる。
特に思惟している姿は人びとの救済、身体の病、心の病を
どのようにすれば治し救ってあげられるのか－を願っておら
れるかのように感じられた。そして師なき独学への挑戦と
して生まれて初めて彫刻を創めることにした。
隣の造園会社から1本の丸太（長さ180㎝、直径 80㎝）

を頂き、ひたすら彫っていった。弥勒菩薩像との出会いが
夢となり、彫ることに夢中になり、夢を想い出しながら彫り、
心のこもった仏像が正夢となった。丸太にひめられた「癌
の研究をしてほしい」という魂が入っていたかもしれません
が、たまたまその原木を菩薩に、無我夢中で彫らされてい
た5年間、さらに抗癌物質の勉学へと導き出してくれました。
ここまで真心こもった、雲のかなたのような研究を成し遂げ
られると思っています。そしてあと一歩に感謝、感謝、感謝！
旧生薬学　谷口教授ともご協力を得て、植物由来の抗

癌物質に関する動物実験、臨床治験を大手製薬会社に実
施して頂くため検索中であります。
一般的に製品化された抗癌剤はすべて高価であり、多く

苦しんでいる患者救済のためにより効果のあるものを安価
な製品となることを期待しています。
30 ～ 40 年前から薬草採集をしていますが、その中には

非常に優れたものもあります。この菩薩のような心持ちでこ
れからも研究に励みたいと思っております。（以上、妹尾和
夫パラポスト　H30．6．8　KBS京都ラジオ放送）
2004 年に薬局を開設し、地域住民に身近なかかりつけ

薬局として、やりがいを感じる毎日を送っている。研究に取
り組んだのも「患者のためにやりたい」という一心から。薬
剤師として当たり前な、最も大切な思いが大きな成果につ
ながっていきたい。
高見の里にあった大学、タンボの中にポツンとあった、

なつかしい薬学の道がなつかしい。今や大阪医大の上にあ
る薬大も又、みにいきたい。（高槻）

独学の挑戦 髙岡 洋五（Ｓ43）

会員投稿

会員投稿は、1,000 ～ 2,000 文字（半ページ程度）の掲載を目安とさせていただいております。
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会員投稿

私が大阪薬科大学を卒業してからこの 3月で
ちょうど 10 年が経ちました。本当にあっという間
の10 年間でした。色々訳あって年齢は 40 歳で
すが、決して大学生時代に精神と時の部屋に長
期間入っていたわけではありません。先日、某日
本の放送協会の番組に出演している永遠の 5歳
児も言っていましたが、大人になるとあっという
間に1年が過ぎていくのは人生にトキメキが無く
なったからだそうです。そうなんやと番組を観た
時に妙に納得しました。実際私自身はこの10 年
間トキメキはほとんど無かったように思います。ま
た、人生は 1度きりなので楽しまないと損とよく
言われますが、何度も死んだり生き返ったりして
いるので正確な年齢は不明ですが、某鳥山作品
の下級戦士（超の時点で 45 歳くらい？）とその惑
星の王子（50 歳くらい？）とはとても人生を楽し
んでいるなあと以前から思っていました。もしか
すると30 分間のテレビ放送で、劇中時間がたっ
た１分しか進まなかったのはこいつらがトキメキ
すぎていたからだったのかもしれないですね。そ
こで私は、彼らのように人生を楽しみたいと思
い、実際には肥満等で肝臓の数値が大変悪いこ
ともあって、生活習慣の改善と有酸素運動、筋ト
レといったダイエットを始めてみました。私の周り
には某庵野作品のアスカのようなかわいい同級生
やミサトさんのような優しいお姉さんは、いません
でしたが、シンジ君のように逃げ出すことも無く、
まあ順調にダイエットの成果が出てきていること
もあって、とても充実した毎日を過ごしています。

これをトキメキと呼んでいいものかはわかりません
し、すべては仕組まれたシナリオどおりかもしれ
ませんが、今かなり人生を楽しめているのかなと
感じています。エル・プサイ・コングルゥ
ところで本年は、平成という時代が終わり新た
な元号が始まる記念する年であり、さらに平成
21年度卒業生にとっては卒後 10 年となる区切り
の年でもあります。そこで皆さんにも新たなトキメ
キや刺激を求める機会になればと思い、本年の
10月頃に卒後 11年の1つ上の先輩方と合同での
クラス会の開催を計画しております。ふるってご
参加いただき、旧交を温めていただければ幸いと
存じます。
それから、平成 21年度卒業生の皆さんには入
学時に前もって年会費	(2 千円 )	×10 年分を振り
込んでいただいておりましたことをご存知でしょう
か。振り込んでいただいた年会費は同窓会の運
営費とともに、クラス会の補助金という形でこれ
まで毎年各学年に還元されております。しかし、
卒後 10 年が経過しましたので今年度からは少々
ご面倒ではございますが、年会費	(2 千円）を郵
便局で振り込んでいただく必要がございます。大
阪薬科大学同窓会および大阪薬科大学の発展の
ためにご理解とご協力のほど、どうぞよろしくお
願いいたします。
最後になりましたが、会員の皆様にとって、本
年が実り多い一年となりますよう心より祈念申し上
げます。

卒後10年を迎えるにあたって
生体機能解析学研究室　助教　田中 智（H21）
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卒業年 氏　名
S18 松　永　静　子
S19 笠　勝　清　子

S21

小久保　幸　子
加　門　澄　子
石　野　俊　子
今　村　禮　子

S23
髙　橋　市　子
片　上　淑　子
河　合　幸　子

S24

面　谷　真喜子
古　川　郁　子
堀　 口　　　 充
下　川　淑　子

S25 篠　田　督　子
S26 松　永　淑　子
S27 棚　橋　喜見子

S30
林　　　 壽　 美
中　野　喜久子

S31

内　藤　公一郎
衣　川　敏　弘
田　中　美　代
森　本　脩　子

S32

杉　 浦　　　 宏
八　幡　伊　昭
放　岩　慶　子
河　合　康　子

S33

加　 地　　　 章
谷　　　 暢　 子
宮　里　孝　子
浦　野　睆　次

S34

濱　口　政　之
陶　山　久　子
金　堀　東茂子
岡　 北　　　 章

卒業年 氏名 同窓会・役
京 都 府 支 部 S41 中　嶋　一　郎 支部長・支部幹事
関 東 支 部 S44 西　岡　俊治郎 支部長・支部幹事
岡 山 県 支 部 S45 森　本　　　宏 支部幹事
和 歌 山 県 支 部 S46 田　中　康　裕 支部長・支部幹事
奈 良 県 支 部 S52 小　原　喜　博 支部長・支部幹事
香 川 県 支 部 S48 木　村　英　明 支部長・支部幹事
鳥 取 県 支 部 S51 大　坪　卓　弥 支部長・支部幹事
山 口 県 支 部 S62 猪　熊　健　二 支部幹事

新　任 辞　任
同窓会・役 卒業年 氏　名 卒業年 氏　名
常任幹事 H11 田 中 千 尋

東海予備幹事 S56 三 輪 忠 秀
東海予備幹事 S63 半 井 み ほ

奈良県支部長支部幹事 S52 小 原 喜 博 S47 荒 井 繁 雄
高知県支部長支部幹事 S56 岡 村 政 志
鳥取県支部予備幹事 S60 石 川 敏 克
山口県支部長　 S59 今 田 時 雄
山口県支部幹事 S62 猪 熊 健 二
近畿国立病院機構支部予備幹事 H18 宮 田 美 知　　	
クラス幹事 S16/3 竹 村 喜 示 子

S26 奥　　 和 子
クラス幹事 S30 増 井　　 豐

S30 瀧　　 英 男
クラス幹事 S32 杉 浦　　 宏
クラス幹事 S35 嶋 村 弘 義 S35 石 本　　 巌

卒業年 氏　名

S35
前　田　龍　三
嶋　村　弘　義
片　桐　昌　子

S36

斉　藤　弘　一
清　原　祥　恵
藤　村　秀　子
油　野　奈那子

S37
小　 路　　　 昭
杉　田　美　喜
中　川　百　合

S38
東　口　量　子
福　家　清　美
宮　武　紀　代

S39
木　村　捷二郎
木　谷　光　代

S40

福　島　成　彦
中　元　安　雄
遠　藤　郁　子
石　 橋　　　 誠

S41
西　村　栄　一
野　崎　萬　平
根　家　幸　子

S42
中　 山　　　 学
中　村　沙和子

S43

東　井　孝　之
馬　場　きみ江
小　林　裕　子
光　在　美和子

S44

真　下　博　孝
村　上　隆　之
石　田　寿　昌
遠　藤　克　代

S45

武　枝　敏　之
安　田　正　秀
小　田　早　苗
佐々木　紗代子

卒業年 氏名 同窓会・役
九 州 支 部 S51 嶋　戸　尚　史 支部幹事
東 海 支 部 S51 杉　山　和　明 支部幹事
滋 賀 県 支 部 S51 増　田　陽　子 支部長・支部幹事
兵 庫 県 支 部 S54 白　神　真百合 支部幹事
広 島 県 支 部 S56 金　好　康　隆 支部長・支部幹事
徳 島 県 支 部 S56 吉　野　勝　彦 支部幹事
高 知 県 支 部 S56 岡　村　政　志 支部長・支部幹事
近畿国立病院機構支部 H4 河　合　　　実 支部幹事

新　任 辞　任
同窓会・役 卒業年 氏　名 卒業年 氏　名
クラス幹事 S39 木 谷 光 代 S39 喜 多 村 義 彦

S39 山 口 正 邦
クラス幹事 S46 藤 井 秀 夫
クラス幹事 S48 岩 塚 英 文
クラス幹事 S54 白 神 真 百 合
クラス幹事 S58 浅 妻 雅 朗
クラス幹事 S61 阪 本 雅 彦
クラス幹事 S61 市 川 頼 子
クラス幹事 H8 大 西 延 明
クラス幹事 H30 山 下 啓 太
クラス幹事 H31 熊 井 あ み
クラス幹事 H31 梶 川 奈 津 子
クラス幹事 H31 飯 田 祥 子
クラス幹事 H31 吉 見 泰 輝

卒業年 氏　名

S46

藤　井　秀　夫
藤　田　芳　一
津　島　寛　子
吉　田　睦　子

S47

三　野　芳　紀
田　原　耕　二
長　谷　雅　史
坂　部　登志子

S48
岩　塚　英　文
新　田　春　美
畑　　　 秀　 子

S49
長谷川　健　次
藤　井　政　善
川　 田　　　 貢

S50
松　本　秀　仁
藤　波　美津子
森　　　 麻　 子

S51

川　森　寛　治
小　 西　　　 明
増　 田　　　 豊
古　下　睦　美

S52
濵　　　 一　 郎
杉　本　真　理

S53

内　 山　　　 正
川　口　秀　子
山　中　美咲子
井　上　貴　代

S54

橋　 本　　　 敦
田　中　精　一
岩　本　芳　枝
白　神　真百合

S55

越　智　武　洋
保　良　友　彦
松　本　利　行
友　恵　希代子

卒業年 氏　名

S56
土　井　光　暢
上　嶋　孝　博

S57
入　江　俊　彦
櫻　井　秀　也
鄭　　　 淳　 太

S58
阪　上　享　宏
浅　妻　雅　朗

S59 水　田　純　平

S60
岡　田　圭　二
古		 川　　　 綾
生		 田		 絹		 子

S61

岡　崎　弘　記
阪　本　雅　彦
八　田　恭　一
市　川　頼　子

S62
小　川　栄　子
吉　村　由香里
谷　口　雅　彦

H2
宮　 崎　　　 誠
春　木　正　美

H3

高　橋　宏　幸
稲　見　達　子
佐　藤　奈都子
芝　野　真喜雄

H4
箕　浦　克　彦
山　田　剛　司

H8 大　西　延　明
H9 粕　渕　一　顕
H14 浦　田　元　樹
H15 岩　本　憲　明
H18 米　山　弘　樹　　	

卒業年 氏　名

H20

井　出　久美子
城　阪　郁　江
橋　本　智　之
福　島　さやか

H21

瀬　古　祐　輔
後　藤　賢　一
田　 中　　　 智
瀬　古　明日香

H24

三　 好　　　 慧
仲　谷　有　希
矢　野　睦　美
那　波　みゆき

H25
福　島　奈津美
松　山　育　美

H26 船　橋　信　吾

H27
蔦　原　稜　太
村　上　光　季

H28

海		 野　真　美
中　塚　侑　吾
大　 山　　　 翔
桝　本　有　季

H29
森　北　涼　香
江　川　和　輝
仲宗根　千　佳

H30
秋　葉　健　太
田　中　敏　博
藤　 井　　　 恵

H31

熊　井　あ　み
梶　川　奈津子
飯　田　祥　子
吉　見　泰　輝

クラス幹事リスト

幹事異動リスト

支部幹事リスト

（平成 31 年 4 月現在）

（平成 31 年 4 月現在）

（平成 31 年 4 月現在）
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退職（平成 31 年 3 月 31 日付）
　教授（嘱託）　島本　史夫

定年退職（平成 31 年 3 月 31 日付）
　教授　荒川　行生
　教授　春沢　信哉
　教授　楠瀬　健昭
　教授　林　哲也

嘱託（平成 31 年 4 月 1 日付）
　教授　楠瀬　健昭
　教授　林　哲也

採用（平成 31 年 4 月 1 日付）
　教授　　平野　智也
　教授　　駒野　淳
　准教授　本橋　秀之
　助手　　音窪　麻衣

昇任（平成 31 年 4 月 1 日付）
　教授　　宇佐美　吉英
　助教　　林　淳祐

任用（平成 31 年 1 月 1 日）
　学長　　政田　幹夫（再任・任期2年）

併任（平成 31 年 1 月 1 日付）
　研究科長　政田　幹夫（学長）

併任（平成 31 年 4 月 1 日付）
　教務部長　永井　純也（教授）
　学生部長　大野　行弘（教授）
　図書館長　浦田　秀仁（教授）

併任を解く（平成 31 年 3 月31日付）
　教務部長　浦田　秀仁（教授）
　学生部長　大桃　善朗（教授）
　図書館長　春沢　信哉（教授）

人事異動

私は、本年3月31日をもちまして大阪薬科大学を
定年退職させていただきました。このように、無事
に退職の日を迎えられましたこと、ひとえに、本学の
教員、職員、そして同窓会の方々のおかげであると
深く感謝申し上げます。誠に有難うございました。
振り返りますと、私は、前職の大阪大学医学部附
属病院薬剤部薬剤師より、2006年（平成18年）4月
に本学に参りました。着任当時はどのような心持ち
であったかと、当時の阪大医学部学友会ニュースへ
の寄稿文の一部を抜粋いたしますと、『・・・。この
度赴任しました大阪薬科大学は、高槻市の中北に
位置する阿武山地区にあり、前身の大阪道修薬学
校から100年以上にわたり薬剤師を育ててきた伝統
を有しています。本年度はそのような薬剤師教育に
とり6年制がスタートした画期の年であります。これ
に応じ当研究室は新設の医療薬学系の研究室とし
て、医療現場において実践的な薬剤師となるに資す
る教育・研究に努めたいと考えます。また、新制度
は病院・薬局での長期実務実習が特徴であり、こ
れをいかに実効的かつ円滑に行えるかに成否がか
かっています。よって、医療現場と協調した実習生受
け入れの環境整備や、学内での事前学習や共用試
験の準備にも努めたく存じます。・・・』と述べてい
ます。この思いに従いまして、着任よりすぐに、関係
カリキュラムの立案・整備を新制度学生の学年進行
に伴って進めて参りましたが、その途次、指導を仰
いでおりました矢内原千鶴子理事長（当時）が2011
年9月に逝去されましたことは、新カリキュラムの完
成年度を前にして、また本学にとりましても、誠に痛
恨の極みでありました。現在、正門の正面にありま

すD棟は薬学6年制に伴う定
員増に備えて新設されたもの
でありますが、その2階の臨床実習施設の内部設計
案につきましての矢内原先生との議論は、厳しいな
がらも今では大変やりがいのあった楽しく懐かしい
思い出となっております。また、これら関連カリキュ
ラムの立ち上げにあたっては、学内、学外を問わず
多くの本学同窓の先生方のお力添えが欠かせない
ものでありました。特に、学内の臨床特任教授でお
られた長舩芳和先生、佐藤健太郎先生、鈴木芳郎
先生、新田剛先生、および恩田誠二先生には大変
お世話になりました。これらの先生方はその後輩へ
の教育に情熱と使命感をもってあたられ、本学の特
徴たる臨床特任教授制度の利点を遺憾なく実証し
て下さいました。退職にあたり、あらためまして、こ
の紙面をお借りして深く感謝申し上げます。
さて、本学はこれから大阪医科大学との大学統
合という大きな画期を迎えようとしております。しか
し、学内を省みますと、まだ一部とは存じますが、
勉学意欲が低くまた考えるのが億劫なのか何事も
丸暗記でやり過ごす学生が最近は増えてきている
ように感じております。大学での勉学目的は決して
国家試験合格に限るものではありませんが、かよう
な勉学態度は受験にとっても決して望ましいもので
はありません。教員がこれら問題を認識しコトにあ
たるのは当然ではありますが、同窓生の方々におか
れましても、是非、本学の後輩教育に口出しされ、
かつサポートいただき、堂 と々統合に臨まれんこと
を祈念しております。13年の長きにわたりお世話に
なりまして、誠に有難うございました。

臨床実践薬学研究室　教授　荒川 行生

退職にあたって
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母校だより

2019年度 大阪薬科大学　生涯学習開講プログラム
公開教育講座

開催場所：梅田スカイビルタワーウエスト36 階（５月・７月）
　　　　　新大阪丸ビル別館（１１月）
定 員：各回　約３00 名
受	講	料：各回　3,000 円（本学卒業生 2,000 円）
単 位：各回　日本薬剤師研修センター　２単位（予定）
　　　　　各回　大阪府薬剤師会　　　　　５単位（予定）
　　　　　各回　大阪府病院薬剤師会　　1.5 単位（予定）

開催回数 日時 テーマ・講師

第 81 回 ５月19日（日）
13:30 ～ 17:00

「てんかんの病態生理と薬剤治療管
理の最前線」
「21世紀のてんかんの診断と治療：てんか
んは国民病」
京都大学大学院医学研究科
てんかん・運動異常生理学講座
教授	池田昭夫	先生
「新規抗てんかん薬の薬物動態とTDMの
有用性」
神戸大学医学部附属病院	薬剤部　
教授・薬剤部長	矢野育子	先生

第 82 回 ７月 21日（日）
13:30 ～ 17:00

「腎臓病の病態生理と薬物療法にお
ける薬剤師の役割（仮）」
大阪医科大学附属病院	腎臓内科
科長	森	龍彦	先生
熊本大学薬学部	臨床薬理学分野	教授
育薬フロンティアセンター長	平田純生	先生

第 83 回
11月２３日（土）
13:30 ～ 17:00
（予定）

「薬学実務実習における取組みと評
価のあり方について（仮）」
大阪薬科大学	薬学教育研究センター　
准教授	佐藤卓史
大阪薬科大学	臨床薬学教育研究センター	
准教授	角山香織

※申込不要。当日。直接会場までお越しください。

薬剤師のための
フィジカルアセスメントセミナー

（１）ベーシック編
開催場所：大阪薬科大学　D 棟３階セミナー室
定 員：各回　約 10 名
受	講	料：各回　2,000 円（本学卒業生 1,000 円）
単 位：日本薬剤師研修センター　１単位（予定）

開催回数 日時 テーマ・講師

第１回 ５月12日（日）
10:00 ～ 13:00

薬物による副作用などの有害事象の発症を
いち早く見出し、適切な薬物治療に導くた
め、薬剤師がフィジカルアセスメントに関す
る知識と技術を修得することの重要性が高
まっています。大阪薬科大学では薬剤師に
必要なフィジカルアセスメントの基礎知識の
講義のほか、アネロイド式血圧計を用いた
血圧測定及び心音の聴診、心電図の基本な
どを演習形式で学ぶことができます。
大阪薬科大学　循環病態治療学研究室　
教授　林　哲也

第２回 ７月14日（日）
10:00 ～ 13:00

第３回 11月 10 日（日）
10:00 ～ 13:00

※先着順。本学ホームページ（https://www.oups.ac.jp）からお
申し込みください。

（２）アドバンスト編
開催場所：大阪薬科大学　D 棟３階セミナー室
定 員：各回　約 10 名
受	講	料：各回　2,000 円（本学卒業生 1,000 円）
単 位：日本薬剤師研修センター　１単位（予定）

開催回数 日時 テーマ・講師

第１回 ６月９日（日）
10:00 ～ 13:00

循環器専門医・心臓病上級臨床医が教える
薬剤師のためのフィジカルアセスメント
○秘テクニック・ベスト５
１胸痛の鑑別テクニック
　～風邪？心筋炎？それとも弁膜症？
２動脈硬化の評価テクニック
　～血圧高くないけど、血管ガチガチ？
３心不全診断の聴診テクニック
　～これだけで診断できるの？
４心雑音の鑑別テクニック
　～この雑音はどこから聞こえるの？生理的？
５弁膜症の重症度判定テクニック
　～重症度が聴き分けられる？
大阪薬科大学　循環病態治療学研究室　
教授　林　哲也

第２回 10月 13日（日）
10:00 ～ 13:00

第３回 １月12日（日）
10:00 ～ 13:00

※先着順。本学ホームページ（https://www.oups.ac.jp）からお
申し込みください。

※聴診器や血圧計の使用が未経験の方には、ベーシック編への
参加をお勧めいたします。

サテライトセミナー
開催場所：大阪薬科大学サテライト研修室（変更の可能性あり）
　　　　　　　	（旧：三島センター薬局３階）
定 員：各回　約 20 名
受	講	料：各回　3,000 円（昼食代込み）	※受講料事前振込
単 位：各回　日本薬剤師研修センター　	２単位（予定）
　　　　　各回　大阪府薬剤師会　　　　　５単位（予定）
各回のテーマに沿った内容を基礎から応用にわたって学習す
る少人数演習形式のセミナー

開催回数 日時 テーマ・講師

第１回 ６月２日（日）
10:00 ～ 14:30

「医薬品情報の活用	～薬学的管理、再考！～」
大阪薬科大学　臨床薬学教育研究センター
教授　中村敏明	他

第２回 ６月23日（日）
10:00 ～ 14:30

「医薬品情報の活用～有効性について考えよう
～」
大阪薬科大学　臨床薬学教育研究センター
教授　中村　任	他

第３回 ７月28日（日）
10:00 ～ 14:30

「医薬品情報の活用	～RMPを日常業務に活かそう～」
大阪薬科大学　臨床薬学教育研究センター
准教授　角山香織	他

第４回 10月６日（日）
10:00 ～ 14:30

「今一度！	薬物動態の基礎＋α」
大阪薬科大学　薬学教育研究センター　
教授　宮崎　誠	他

第５回 10月 27（日）
10:00 ～ 14:30

「薬剤師が知っておきたい末梢神経障害のエッセンス」
大阪薬科大学　臨床薬学教育研究センター
講師　内田まやこ	他

※先着順。本学ホームページ（https://www.oups.ac.jp）からお
申し込みください。

（注）ご入金いただいた受講料は、ご欠席またはキャンセルされ
た場合でも原則返金できませんのでご了承ください。欠席
された方には、後日、資料（テキスト）を送付いたします。

基礎から始める漢方薬入門セミナー
開催場所：大阪薬科大学サテライト研修室（変更の可能性あり）
　　　　　　　	（旧：三島センター薬局３階）
定 員：各回　約 40 名
受	講	料：各回　3,000 円（昼食代込み）	※受講料事前振込
単 位：各回　日本薬剤師研修センター　	２単位（予定）
　　　　　各回　大阪府薬剤師会　　　　　５単位（予定）
薬学の立場から漢方薬を構成している個々の生薬の役割につ
いて理解を深め、漢方薬の適用症や副作用などを覚えるだけ
ではなく、「考え、応用できる漢方」を目指すための第一歩と
なるように解説するセミナー

開催回数 日時 テーマ・講師

第１回 ６月３０日（日）
10:00 ～ 15:00

「漢方医学の基礎と考え方」
「カゼに用いる漢方薬と治療の考え方」
大阪薬科大学	生薬科学研究室
准教授　芝野真喜雄

第２回 7月７日（日）
10:00 ～ 15:00

「気血水のバランスをとる漢方薬」
「五臓に作用する漢方薬」
大阪薬科大学　生薬科学研究室
准教授　芝野真喜雄

※先着順。本学ホームページ（https://www.oups.ac.jp）からお
申し込みください。

（注）ご入金いただいた受講料は、ご欠席またはキャンセルされ
た場合でも原則返金できませんのでご了承ください。欠席
された方には、後日、資料（テキスト）を送付いたします。

薬剤師が実践できる褥瘡治療実技セミナー
開催場所：大阪薬科大学サテライト研修室（変更の可能性あり）
　　　　　　　	（旧：三島センター薬局３階）
定 員：約 30 名
受	講	料：5,000 円（昼食代込み）	※受講料事前振込
単 位：日本薬剤師研修センター　	２単位（予定）
　　　　　大阪府薬剤師会　　　　　５単位（予定）
褥瘡の状態を観察・評価し、製剤学的特徴を踏まえた最適な
外用剤の選択ならびに適切な治療介入に必要な知識とスキルの
習得を目指す、外用剤「実技指導」セミナー

開催回数 日時 テーマ・講師

第１回 ９月８日（日）
10:00 ～ 16:00

愛生館小林記念病院　褥瘡ケアセンター
　　　センター長　古田勝経	先生
オレンジ薬局布施北店　長谷川雅子	先生

※先着順。本学ホームページ（https://www.oups.ac.jp）からお
申し込みください。

（注）ご入金いただいた受講料は、ご欠席またはキャンセルされ
た場合でも原則返金できませんのでご了承ください。欠席
された方には、後日、資料（テキスト）を送付いたします。
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母校だより

2019年度 大阪薬科大学　市民講座

無菌調製実技セミナー
開催場所：大阪薬科大学　D 棟２階　模擬無菌調製室
定 員：８名
受	講	料：5,000 円（昼食代込み）	※受講料事前振込
単 位：日本薬剤師研修センター　	２単位（予定）
　　　　　大阪府薬剤師会　　　　　５単位（予定）
在宅療養の支援に欠かせない無菌調製の知識とスキルの習得を
目的とした実習形式の無菌調製セミナー

開催回数 日時 テーマ・講師

第１回 ９月29日（日）
10:00 ～ 16:00

大阪薬科大学　臨床薬学教育研究センター
講師　内田まやこ

※先着順。本学ホームページ（https://www.oups.ac.jp）からお
申し込みください。

（注）ご入金いただいた受講料は、ご欠席またはキャンセルされ
た場合でも原則返金できませんのでご了承ください。欠席
された方には、後日、資料（テキスト）を送付いたします。

生命医療倫理セミナー：
ひとと医療、そして倫理

開催場所：大阪薬科大学サテライト研修室（変更の可能性あり）
　　　　　　　	（旧：三島センター薬局３階）
定 員：約 20 名
募集対象：薬剤師、医師、看護師などの医療従事者
受	講	料：1,000 円	※受講料事前振込
単 位：日本薬剤師研修センター　	２単位（予定）
　　　　　大阪府薬剤師会　　　　　５単位（予定）
医療従事者の方 と々生命医療倫理について、多様な意見を交換
し「医の心」「人への意識」を再確認する「生命医療倫理」セミナー

開催回数 日時 テーマ・講師

第１回
９月22日（日）
13:00 ～ 16:30
（休憩含む）

「日本とドイツの赤ちゃんポストと内密出産
制度：
医療人の新たな役割と課題」
大阪薬科大学　環境医療学グループ
教授　阪本恭子

※先着順。本学ホームページ（https://www.oups.ac.jp）からお
申し込みください。

（注）ご入金いただいた受講料は、ご欠席またはキャンセルされ
た場合でも原則返金できませんのでご了承ください。欠席
された方には、後日、資料（テキスト）を送付いたします。

サンスターと大阪薬科大学との共同セミナー
－薬剤師による口腔ケアの指導－

開催場所：大阪薬科大学サテライト研修室（変更の可能性あり）
　　　　　　　	（旧：三島センター薬局３階）
定 員：約 20 名
募集対象：薬剤師、医師、看護師などの医療従事者
受	講	料：未定
単 位：日本薬剤師研修センター　	３単位（予定）
　　　　　大阪府薬剤師会　　　　　５単位（予定）
サンスター：オーラルフレイルなどの講演や口腔ケアの実演紹介
本学教員：口腔粘膜炎ケアなどの SGD
高槻市に本社を置くサンスター（株）と大阪薬科大学との共同セ
ミナー。口腔衛生と健康について、薬剤師の役割を考える

開催回数 日時 テーマ・講師

第１回 11月 24日（日）
時間：未定

サンスター株式会社大阪薬科大学　循環病
態治療学研究室　
准教授　加藤隆児
大阪薬科大学　臨床薬学教育研究センター
講師　内田まやこ

※現在、詳細について検討しております。
　確定次第、本学ホームページ（https://www.oups.ac.jp）にて
お知らせします。

第 47 回大阪薬科大学市民講座
『子どもを健常な大人へ育てる地域社会のため
に－小児科医療、子育て・孫育て、防災の観点
から考える－』
日　時：2019 年 6 月 1 日（土）　13:00 ～ 15:50
会　場：大阪薬科大学　C105 講義室
定　員：350 名（先着順／申込みは不要ですので、直接大学へお越しください）

受講料：無料
演　題／講　師：
「ピンチはチャンス　子、孫、親の命をどう守る？」
　NPO 法人孫育て・ニッポン理事長
　NPO法人ファザーリング・ジャパン理事　棒田	明子	氏
「子どもを健常な大人へ育てるために～小児医療の
場で思うこと～」
　阿武山こどもクリニック	内分泌担当医	小西	和孝	氏

お問い合わせ：
〒 569-1094	大阪府高槻市奈佐原 4-20-1　大阪薬科大学市民講座委員会
TEL	（072）690-1000（代表）　　FAX	（072）690-1005（総務課）　URL	http://www.oups.ac.jp/

第 48 回大阪薬科大学市民講座
　『テーマ：未定』
日　時：2019 年 9 月 14 日（土）　13:00 ～ 15:50
会　場：大阪薬科大学　C105 講義室
定　員：350 名（先着順／申込みは不要ですので、直接大学へお越しください）

受講料：無料
演　題／講　師：
「演題：未定」
　高槻赤十字病院	眼科部長　植木	麻理	氏
「演題：未定」
　参天製薬株式会社　研究開発本部
　製品研究統括部　分析・合成化学グループ　
　グループマネージャー　池井	辰夫	氏

今年卒業の皆様へ
今年卒業された皆様には、学位授与式にて 2019 年
度大阪薬科大学公開教育講座参加無料券が1枚配布さ
れております。
今後の生涯教育プログラム
ヘの参加の第一歩として、本
券を有効に利用し、これから
のスキルアップに役立てて下
さい。
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母校だより

2018年度
進路・就職状況報告

キャリアサポート課
2018 年度学部卒業生の進路・就職状況に
ついて報告します。本学の学部学生 (6 年制 )
の進路 ･就職状況は今年も堅調に推移して
おり、内定率は卒業式時点で 97.2％となりま
した。2018 年度卒業生のうち進路が決定し
た 314 名の内訳としては、企業 17.8％、薬
局薬剤師 49.0％、病院薬剤師 ( 国公立を含
む )24.8％、病院研修生 0.3％、公務員 ( 行
政職 )7.6％、大学院進学 0.3％でした。学生
の希望進路先傾向は、年度ごとに若干異な
りますが、前年度に比べて企業と公務員への
内定が増加傾向にあります。

2018 年度進路 ･就職内定先状況
（2019 年 3 月 9 日）

業 種 人 数 割 合

企　業 	56 		17.8％

薬　局 154 		49.0％

病　院 	78	 		24.8％

病院研修生 		1	 			0.3％

公務員 	24 			7.6％

進　学 		1		 			0.3％

合　計 314 100.0％

※ 9月卒業者 1 名を含み、就職を希望しない 2 名

および未報告者 9 名を除いています。

学内合同説明会について ( 報告 )　
求人や職種に関する情報提供を目的とした
学内合同説明会（全学年対象）を以下のとお
り開催しました。
これまでは 2 回に分けて開催してきました
が、今回は参加学生が幅広い業種 ･職種の
比較や情報収集をしやすい環境となるよう一
度に開催する形式に見直しました。
当日は就活学生が採用担当者から求人情
報、及び仕事内容の紹介、どのような働き方

をしているのか等の情報を得るまたとない機
会として、また、低年次の学生は様々な職種
を知る機会として多くの学生が参加して大変
盛況でした。

・2019 年 3 月 2 日 ( 土 )：計 143 団体 ( 企業
37･ 病院 45･ 薬局 50･ 公務員他 11の各団
体 / 学生参加者：約 330 名

本学のキャリア支援について
2020 年卒を対象とした就職採用広報が 3
月に開始されました。企業や薬局はもちろん、
最近では病院からの求人や選考時期も早期
化されてきており、学生がいずれの進路を
目指そうとも早いうちからの事前準備が大切
です。まず、学生が自分の将来ビジョンを考
え、それを実現するための意思と心構えを持
つことから始まります。キャリアサポート課で
は就職意識の醸成と共に自己 PR･志望動機
作成講座や面接実践トレーニングなどの就活
スキルを身につけられる講座や業種別の対策
講座を催すなどのキャリア支援行事を企画し
ています。

最後になりましたが、今年も卒業後 3 年が
経過した方へのアンケートを実施しておりま
す。ご協力の程よろしくお願い申し上げます。
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母校だより

平成30年度 学位記授与式

平成31年度 入学式

平成31(2019)年度 入試状況

オープンキャンパスの日程

今年卒業の皆様へ

平成31年度 白衣授与式
　平成３１年３月９日（土）午前１０時３０分より、体育館に
おいて平成３０年度学位記授与式が挙行されました。
大学院修了生	 薬科学専攻博士前期課程　4名
	 	 （男子3名・女子1名）
学部卒業生	 薬学科　324名（男子116名・女子208名）
	 	 薬科学科　2名（男子1名・女子1名）

　平成３１年４月２日（火）午前１０時３０分より、体育館に
おいて平成３１年度入学式が挙行されました。
学部新入生	 311名（男子116名・女子195名）
大学院入学生	 3名（男子3名）

　平成31年	2月15日（金）午前10時より講堂におきまして、
平成31年度「白衣授与式」が行われました。実務実習実
施部会責任者の小森勝也先生および政田学長より実務
実習への心構えについてお話があり、白衣が授与されまし
た。全員、真新しい白衣に袖をとおし、新実習生はお礼と実
務実習への誓いを述べ、式がおごそかに終了しました。
　また、午後からは、平成30年度の実務実習伝達・報告会
が開催され、5年生全員が実務実習で学んだ内容をポス
ター発表しました。次期実習生は、実習内容や実習への心
構えなどを先輩達と共有し、自らの目標設定を定める良い
機会となりました。

2019年	 6月16日（日）　　8月4日（日）　　8月18日（日）　
	 10月27日（日）	
※詳細につきましては、大学ホームページをご覧ください。

　今年卒業された皆様には、学位記授与式にて2019年度
大阪薬科大学公開教育講座参加無料券が1枚配布され
ております。今後の生涯教育プログラムへの参加の第一歩
として、本券を有効に利用し、これからのスキルアップに役
立てて下さい。

入試種
別

指定校
制推薦
入試

公募制
推薦入

試

一般入
試 A

一般入
試 B

センター
試験利用

入試

帰国生
徒特別
選抜

合計

募集人員 40	 90	 100	 50	 14	 若干名 294	
志願者 35	 530	 722	 630	 360	 2	 2,279	
受験者 35	 527	 690	 478	 355	 2	 2,087	
合格者 35	 226	 268 137 188	 2	 856	
入学者 35 103 100 60 12 1 311

大阪薬科大学入学試験結果 （2019 年 4 月 1 日）

合格率　新卒：82.10％、既卒：53.62％、総数：77.16％と
いう厳しい結果となりました。
全体順位も73大学中34位、私立大学56大学中22位

でした。
私立大学の新卒全国平均合格率が84.77％であり、
全国平均を下回る結果となってしまいました。来年のV
字回復に期待したいと思います。

第 104 回 薬剤師国家試験結果

2018年秋の褒章において受章されました
江上 祥一（S51）　藍綬褒章　熊本県薬剤師会副会長　
同窓会会員一同、心よりお祝い申し上げます。

（同窓会事務室が把握している方のみ掲載となっております、ご了承ください。）

2019 年度 大阪薬科大学同窓会 研究助成
近藤 直哉　生体分析学研究室　助教

研究課題：ホウ素中性子捕捉療法に用いる新規薬剤開発：
　　　　　がん特異的トランスポーターとの構造活性相関
　　　　　を活用した構造最適化
同氏には2019年5月19日(日)同窓会総会・懇親会時に表彰
し、目録をお渡しいたします。
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研 究 室 紹 介 　 ― そ の 4 0 ―

生体分析学研究室は2017年に開設され、今年で
3年目を迎えたばかりの新しい研究室です。現在、ス
タッフ4名（教授：天滿　敬、講師：平田雅彦、助教：近
藤直哉、助教（特任）：金井泰和）、客員研究員1名、
事務補助員1名、大学院生2名と学部学生46名（６
年次生11名、5年次生19名、4年次生16名）が在籍
し、日々の研究活動を行っています。学部における授
業・実習では分析化学分野と放射化学分野を担当
しておりますが、研究テーマとしては主に放射性薬
品化学や分子イメージングに関連する研究を展開し
ています。

①疾患の効率的な診断・治療の一体化を目指した
新しい分子イメージング薬剤開発
ポジトロン断層撮像法（PET）や単光子断層撮像
法（SPECT）などの核医学的手法を用いた生体分
子イメージングに基づく画像診断では、疾患が内包
する様々な性質の、非侵襲的かつ全身を対象とした
評価を可能とします。本法は、疾患の多様な個性に
見合った治療計画の策定、正確な治療効果の予測
や判定など、個々の患者に対する個別化医療への
貢献が期待されています。私たちは、がん・炎症・不
安定性動脈硬化プラーク等の疾患部位において発
現が上昇する、あるいは、その病態の悪性度と関連
する各種の生体内機能分子を標的分子とする、疾
患のインビボ画像診断用分子イメージングプローブ
の開発研究を行っています。セラノスティクスという
言葉は治療（Therapeutics）と診
断（Diagnostics）を組み合わせた
造語で、診断と治療の融合により
安全かつ効果的に医療を行う手法
として近年注目を集めていますが、
核医学においては診断用RIと治
療用RIを組み合わせることで容易
にラジオセラノスティクスを達成可
能ですので、私たちは開発した分
子プローブの治療用放射性薬剤と
しての展開をも視野に入れ研究を
推進しています。

②ホウ素中性子捕捉療法（BNCT）によるがん治療の
高機能化を目指した新しいホウ素含有薬剤開発
BNCTはがん細胞内に送達した質量数10のホウ
素原子（10B）と外照射する中性子との核反応により
生じる高エネルギーのα線とLi原子核ががん細胞を
内部から殺傷することで治療効果を発揮する、次世
代のがん治療法です。私たちは、がん細胞において
発現が上昇する、あるいは、その活性が高まることの
知られているトランスポーターや、がん組織と正常組
織との環境の相違に着目し、10Bを高効率的にがん
細胞内に送達できる新しいホウ素含有薬剤の開発
に取り組んでいます。

写真は本年度のメンバーがほぼ勢ぞろいした2月
下旬の日を選び撮影したものです。総勢50名を超え
る研究室では学生同士、学生と教員、教員同士の連
携・協力・コミュニケーションがとても大切です。有機
的に全メンバーが関わり合い高めていきながら配属
学生にとって実りある研究活動を行い、その中で科
学的に意味があり意義のある成果を出していけるよ
う励んでまいります。

最後になりましたが、同窓会の皆様の益々のご発
展とご活躍をお祈りいたしますとともに、今後とも本学
の教育研究活動にご理解とご支援を賜りますようお
願い申し上げます。

教授 天滿 敬 / 講師 平田 雅彦 / 助教 近藤 直哉 / 助教（特任） 金井 泰和

生 体 分 析 学 研 究 室
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物 故 者 　 謹んでご冥福をお祈り申し上げます　（2018.8.21 ～ 2019.3.31 到着分）

●  大 阪 薬 科 大 学 同 窓 会 事 務 室 か ら の お 知 ら せ  ●

■同窓会年会費納入について
　年会費は￥2,000です。巻末振込用紙をご利用いただき、お近くのゆ
うちょ銀行(郵便局)にてお支払いください。秋号を会費納入実績の無い
方にお送りする事が出来ないほど財政状況が切迫しております。会員
各位の会費納入のご協力、引き続きよろしくお願いいたします。

■年会費自動振込制度について
　巻末振込用紙のページをご参照下さい。

■同窓会会員の住所変更等について
　同窓会会員の異動は今回新たに作成しました同封の同窓会会員異
動連絡票をご利用いただき、各会員が責任をもって同窓会事務室へご
連絡ください。特に、ご逝去の場合、ご連絡をいただけない場合が多い
ようです。ご家族、ご友人、またはクラス幹事さんを通じて同窓会まで連
絡するようお伝えしておいてください。

■幹事就任者について
　幹事就任者は年会費納入を条件としております。年会費納入が無い
場合、次年度の幹事を解任します。尚、当該年度以前にさかのぼって年
会費を納入することは出来ませんので、ご注意ください。

■薬剤師研修受講シールの不正行為対策について
　今般、日本薬剤師研修センターから、研修受講シールが不正に取り
扱いされている事象があり、交付時はより一層の管理を要請されました。
　同窓会ではホームカミングデー、青年局大会時の講演会、学術講演
会in東京が該当します。
　事務局では、これまで受講者名簿を作成していますが、本人確認まで
は出来ていませんでした。
　今後の対策として、学生は学生証の提示、卒業生は卒業年の確認を
したしますのでご面倒ですがよろしくご協力の程お願いいたします。

卒業年度 氏名 旧姓
S13 伊　藤　好　枝 渡辺
S13 藤　井　秀　子 宮井
S13 北　川　淑　子 北川
S14 山　崎　きよ子 堀井

S16/12 稲　増　志　げ 寺嶋
S17 西　川　美知子 丹羽
S18 石　坪　千鶴子 岩橋
S18 中　村　昌　子
S19 今　井　二三子 大西
S19 松　岡　久　子
S19 野　村　順　子 高橋
S20 西　村　　　豊 神田
S20 渡　辺　喜　美 藤田

卒業年度 氏名 旧姓
S21 河　野　慶　子 井上
S21 山　本　泰　子 戸川
S21 西　村　延　代 横山
S21 赤　松　弘　子
S22 松　居　幸　子 川村
S23 旭　　　百　合 仁谷
S23 中　山　文　子 玉島
S23 堀　川　コ　ウ 一箭
S24 三　角　和　子
S24 中　島　淑　子 岩井
S26 近　井　和　子 赤松
S26 石　田　恵美子
S26 藤　井　薫　子

卒業年度 氏名 旧姓
S27 室　　　清　明
S27 秀　高　　　旭
S27 松　浦　　　清
S27 松　村　圭　造
S27 杉　本　春　子 藤下
S27 末　廣　昭　雄 吉原
S30 今　村　博　美
S30 三　浦　斗癸与
S31 門　奈　具　子 一円
S32 石　黒　　　隆
S33 駒　田　強　身 西岡
S33 山　本　妙　子 林
S33 竹　田　与司博

卒業年度 氏名 旧姓
S33 木　村　勝　彦
S35 清　水　光　郎
S35 土　坂　潤　子
S36 稲　垣　生　雄
S38 畑　　　阜佐子 樫本
S40 西　川　殷　維
S41 太　田　靖　彦
S41 滝　川　雅　治
S41 平　石　真佐子 前田
S45 梅　北　哲　次
S48 岡　本　順　次
S53 小　谷　　　和 小寺
S62 米　田　雅　余 當麻

ある日、私はスマートフォンを自宅に
置き忘れて外出してしまいました。普段

なら取りに戻るのですが、あいにく急ぎの用事があり、そのまま出
かけてしまったのです。皆様のご想像通り、その日散々な時間を過
ごすことになりました。私がスマートフォンに頼り切っていたことを
思い知らされたのでした。  思えば、現代社会の中には数え切れな
いほどの便利な道具が溢れています。最近では衣類を入れるとそ
の形状を見分けてたたみ、きちんと種類別に仕分けてくれる家電
まであると聞きました。  私は文明の利器は充分に活用するべきだ
と思っています。しかし以前、考えさせられる出来事がありました。
昨年9月の北海道での地震によるブラックアウトです。その当事者

だったら仕事はどうなるのでしょうか。分包機も使えません。学生
の時に練習したように、四角い薬包紙で散剤を包めるかしら？そも
そも、その四角い薬包紙、あったかな？将来は無くなるかもしれな
い職業と言われている薬剤師。国家試験により取得する資格であり
ながら、人工知能が代替する可能性が大きいと考えられています。
AIに取って代わられることがないように、私たちはスキルを磨き、コ
ミュニケーション能力を強化することが望まれます。どんなに文明
が発達しても薬剤師は必要とされる職業でありたいものです。同窓
会がその一助となれば幸いです。  それにしても、四角い薬包紙を
いつでも使えるようにしておきたい私は古い人間です。

（M.F.）

編集後記
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