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草創期の時鐘
この鐘は、大阪府北河内郡守口町大字土居に帝国女子薬学専門学校があった時期（大正14年より昭和7年まで）に、
授業の始業や終業を知らせるために用いられていたものと伝えられる。その後、帝国女子薬学専門学校が松原市
河合に移転した際に、この鐘も移設されたという。やがて電気によるサイレンが使われるようになったため、この
鐘は使われなくなった。しかし、第二次世界大戦末期の昭和19 年頃には、サイレンの音が空襲警報とまぎらわし
いとの理由で、この鐘が再び授業の始業や終業を告げるために用いられていたという。
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ごあいさつ

大阪薬科大学同窓会 会長

武枝 敏之

ごあいさつ

令和になっての初めての同窓会報になります。

暑い夏も終わりさわやかな秋の気配が感じられる

季節となりました。会員の皆様いかがお過ごしで

すか。いつも同窓会活動にご協力ご支援をいた

だき厚くお礼申し上げますとともに今後とも更な

るご支援をお願い申し上げます。

大阪薬科大学は、令和３年４月１日に大阪医科

大学との大学統合で新しく大阪医科薬科大学〈仮

称〉としてスタートを切り、時代を先取りした特

色ある医療系総合大学に発展させることを決定し

ました。キャンパスは、現在の大阪薬科大学の奈

佐原学舎を利用する予定ですが、阪急高槻市駅

付近にも薬学部キャンパスの候補地を検討してい

るところです。

統合の目的は、

①　次世代を担う良質の医療人の養成

②　医薬看が連携・融和する先進的医療体系

の構築・提供

③　特色ある学際的教育・研究と新たなチーム

医療教育の推進

④　専門職教育の強化と実践力の涵養

以上の４点を掲げております。会員の皆様のご

理解をお願い申し上げます。

同窓会活動におきましても、合併により様々な

対応が求められます。

まず、会則の改正があります。即ち、大学統合

で発生する矛盾点等の改正です。最小限の改正に

するかどうか今後検討したいと思います。さらに

統合に伴う案件に関して大学との話し合いも必要

です。大学とは、今期より会計についての支援及

び助言に関して協力を受けることが決定していま

す。更なる協力関係が深まればよいと思います。

９月１日の臨時幹事会で新しい会長・監査役が

決定しました。支部活動の活性化、クラス会の支

援、青年局の支援など今後の同窓会活動の根幹

になる事業の更なる発展のため活動してきました

が、支部活動におきましては、高知県支部、山口

県支部の活動再開があり、高知県支部では、早

速支部総会と懇親会の開催にこぎつけていただ

きました。大阪薬科大学との支援協力協定の調

印を行い、高知県出身の学生の奨学金支給等の

事業が開始されます。

会費納入に対しての還付金の取り扱い問題や、

会費納入方法の改正など様々な問題が山積して

おります。皆様のご協力でこれらの問題も早急に

解決したいと考えております。

会員の皆様のますますのご健勝をお祈り申し上

げます。
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大阪薬科大学同窓会
令和元年度 総会

令和元年５月19日（日）
於 ホテルグランヴィア大阪

令和元年度総会が、さる５月 19 日
（日）午後２時からホテルグランヴィ
ア大阪にて開催されました。白神真
百合さん（S54）の司会で始まり、
武枝敏之会長（S45）による挨拶の
後、議長として議事を進行し、提出
された報告事項および審議事項共に
議案通り承認されました。最後に長
舩芳和副会長（S44）の閉会の辞を
もって総会が終了しました。
続いて、武枝会長の座長のもと、

招待講演として、大阪薬科大学 製
剤設計学研究室助教 内山博雅先生
から「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」について、また特別講演と
して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
から、「月の科学の最前線 ～満月に
吹く地球からの風～」と題して講演

していただき、その後写真撮影とな
りました。
懇親会は米山弘樹さん（H18）の

司会で開催され、武枝会長の挨拶の
後、浜岡純治理事長補佐・副理事長、
政田幹夫大阪薬科大学学長、安藤嗣
彦仁泉会理事長先生からご挨拶をい
ただきました。続いて生体分析学研
究室助教近藤直哉先生に同窓会研究
助成金として目録が手渡された後、
船橋信吾さん（H26）の乾杯の発声
で、宴が始まりました。
今回はたくさんの来賓の先生方に

お越し頂き、大阪薬科大学教務部長
永井純也先生、キャリアサポート部

長福永理己郎先生、今年度から教授
に就任された有機薬化学研究室教授
宇佐美吉英先生、医薬分子化学研究
室教授平野智也先生からも抱負をお
話し頂きました。和やかな雰囲気の
中、時間を忘れて楽しくご歓談いた
だき、親睦を深めて頂きました。最
後に増田豊副会長（S51) の閉会の
辞でお開きになりました。

▲研究助成金授賞式

▲安藤嗣彦仁泉会理事長

◀招待講演 内山博雅先生 ◀特別講演 寺田健太郎先生

▲政田幹夫学長挨拶 ▲浜岡純治理事長補佐・
副理事長挨拶

▲福永理己郎キャリア
サポート部長

▲永井純也教務部長

▲宇佐美吉英先生 ▲平野智也先生

▲月の石
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令和2年 新年会 開催のご案内
日 時：令和2年1月12日（日）11時45分から14時30分（予定）
　　　　（受付は11時15分から行います）
会 場：ホテルボストンプラザ草津
　　　〒525-0037　滋賀県草津市西大路町1-27  Tel：077-561-3315
交 通：JR琵琶湖線草津駅正面
会 費：6,000円　　　担 当：滋賀県支部

　出席のご希望の方は令和元年12月24日（火）までに、ハガキまたはFAX　072-
690-1099にて同窓会室宛にお申し込みください。
なお、幹事、支部長、近畿地区の会費納入者の皆様には、後日案内状をお送りいた
します。
食事はコース料理のため、当日受付はありません。
多数のご参加をお待ちしています。

同窓会の新会長及び新監査役が決まりました！
令和元年９月1日（日）に開催された臨時幹事会にて行われた選挙で、新会長と
新監査役が決まりましたのでお知らせいたします。

会長には増田 豊氏（現副会長、S51年卒）のみ立候補され、会則により信任投票
を行い過半数を得て当選されました。

一方、監査役には届け出順で、織田 美夫氏（現監査役、S４６年卒）、森 麻子氏（
現常任幹事、S50年卒）、中嶋 一郎氏（現京都府支部長、S４１年卒）の３名の立候
補があり、選挙の結果、森 麻子氏、織田 美夫氏、の２氏が当選されました。

なお、任期はいずれも令和2年４月1日～令和６年３月３１日までの４年間です。

選挙管理委員会委員長　脇條 康哲

震災復旧支援募金（2019年9月6日現在）
同窓会員他の皆様（156名）2,825,784円
教職員の皆様（52名）2,222,000円
～貴重なご寄付・ご支援をお寄せくださいました皆様方に厚く御礼申し上げます。～

大阪薬科大学
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令和元年９月２７日

会 員 各 位
大阪薬科大学同窓会
選考委員会
委員長　藤波美津子

卒業生評議員選挙の
立候補の届出・受付について

　令和２年３月３１日をもって大阪医科薬科大学評議員の任期が満了になります。
大阪薬科大学同窓会会則「卒業生評議員の推薦についての規程」第１条により令和２年４月１日から
同６年３月３１日までを任期とする新会長を含む 10 名を選出し、学校法人大阪医科薬科大学寄付行為
施行細則第 4条 2 項により法人理事長に推薦します。法人理事会ではこのうち大阪薬科大学枠の 4名
を評議員と決めます。
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。
　選挙は令和元年１２月２２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、平成３１年２月１１日（祝）の臨時幹事会で大薬会報９７号に掲載と
決まりました。

記

（１）立候補者の資格は大阪薬科大学会則「卒業生評議員の推薦についての規程」第２条により、
　　　以下のとおりです。2 項目とも満たしている必要があります。
　　　　・母校を卒業した者で年齢 25 歳以上の者
　　　　・母校の現職員は除くものとする。
（２）立候補などの様式は同窓会室内選考委員会へ、令和元年１０月７日（月）から、同月１８日（金）　　　
　　　までの期間にＦＡＸにて請求してください。用紙を郵送いたします。
　　　なお、様式は選考委員会発行のものに限ります。ホームページから印刷したものは無効です。
（３）届けの受付期間は、令和元年１０月２８日（月）から１１月１５日（金）までです。
（４）届けは必ず書留郵便とし、封筒表側左に「立候補届」と赤書してください。
（５）宛先は同窓会室内選考委員会で、令和元年１１月１５日（金）必着とし、当日消印は無効です。

以上

幹事異動の禁止
　 公示日（令和元年９月27日）から選挙日（令和元年１２月２２日）までは、幹事の新任は認められません。

公 示
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令和元年９月２７日

大阪薬科大学同窓会
卒業生評議員立候補者様

選考委員会委員長
藤波　美津子

卒業生評議員への立候補にあたって（諸注意）

　令和２年度から４年間任期の卒業生評議員に立候補する際の注意事項は下記のとおりです。
立候補者は必ず確認をし、間違いのなき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。同窓会ホームページ等で確認してください。
・「公示」も必ず確認をしてください。
・様式は選考委員会が交付したものに限ります。同窓会室内の選考委員会までＦＡＸにて
請求してください。折り返し郵送いたします。

・記入は黒のボールペンでお願いいたします。
 もし語句を訂正する場合は二重線をひき、訂正印を押してください。
・提出締切後、選考委員会で提出書類を審査します。欠格事項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。コピー一部は委員会を通じ事務室で保管します。

・審査の結果、様式等に不備がなく立候補が確定したときは、直近の役員会で報告後、候
補者に連絡します。また幹事には関係書類を郵送いたします。

・立候補者が選挙当日出席しない場合は資格を無効にする。
・ご不明な点があれば同窓会室内選考委員会までＦＡＸでお問合せください。
　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。
　　なお、事務員は平日の午後 1時から 5時までが勤務時間となっています。

以上

同窓会室内選考委員会
　FAX　　０７２－６９０－１０９９
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大阪薬科大学同窓会 会員数

平成30年度 会務報告
（平成30年4月1日～平成31年3月31日）

16,776 名 （平成31年3月31日現在）

支
部

関 東 694名 東 海 550名 滋 賀 県 322名 京 都 府  609 名
兵 庫 県 1,629 名 奈 良 県 1,079 名 和 歌 山 県 397名 鳥 取 県 94名
岡 山 県 256名 広 島 県 304名 山 口 県 164名 徳 島 県 131名
香 川 県 174名 高 知 県  107 名 九 州  261 名 国立病院機構 49名

16支部

総会
開催日：平成30年5月20日（日）
場　所：ホテルグランヴィア大阪（参加者43名）
演題　「超高齢社会における口腔機能維持の重要性
 ～薬剤師の知っておきたい大切な役割～」

大阪医科大学　口腔外科学教室　植野高章　教授
演題　「スキルス胃がん細胞より分泌されるエクソソームの

網羅的分析と、早期診断マーカーの探索」
大阪薬科大学　病態生化学研究室　小池敦資　助教

幹事会
第1回
開催日：平成30年4月22日（日）13：30～14：30　
場　所：高槻市立総合市民交流センター
　　　（高槻クロスパル）視聴覚室
出席者：50名+委任状76名　合計126名
監査役：織田美夫
Ⅰ．審議事項
①平成29年度会計決算報告（橋本副会長）
②平成29年度会務報告（増田副会長）会員数16,541名
　15支部（H30.03.31現在）

③平成29年度会計監査報告（織田監査役）
　平成29年度会計監査にて、適正に処理されていること
を確認した旨報告

　以上、3項目について挙手多数で承認された。
Ⅱ.報告事項
①幹事の異動（増田副会長）
②法人理事会報告（田部参与、辻坊常務理事の就任の報
告、事業計画、大学統合について）　

③次期会長・監査役、卒業生評議員の選挙スケジュール
案について

④卒業生評議員の選出、会長・役員任期に関する会則変
更について

⑤第11回ホームカミングデーについて
⑥母校関係報告（大学人事異動、第103回薬剤師国家試
験結果について）

⑦平成30年度総会について
⑧同窓会会員異動連絡票について　

臨　時
開催日：平成31年2月11日（月・祝）13：30～15：30　
場　所：高槻市立総合市民交流センター
　　　（高槻クロスパル）第6会議室
出席者：44名+委任状67名　合計111名
監査役：織田美夫
Ⅰ．審議事項
①会長及び監査役選挙管理委員について（武枝会長）
　脇條康哲、入江俊彦、八田恭一、吉村由香里、米山弘樹
（敬称略）5名の委員候補を報告し、賛成多数で承認
された。

②今後の予定について(長舩副会長)
・「会長・監査役選挙」の公示を同窓会報春号(96号)
へ掲載すること

・卒業生評議員の選挙公示を秋号(97号)及びホーム
ページに掲載すること

・予定より場合により卒業生評議員の選挙を繰り上げ
ることもあるとのこと

　賛成多数でいずれも承認された。
③卒業生評議員選考委員の選出について（増田副会長）
　執行部推薦により、藤波美津子、森麻子、岩本憲明、船
橋信吾（敬称略）の4名の候補者が告げられ、採決に
入った。

　採決の結果、賛成多数により承認された。

第2回
開催日：平成31年3月24日（日）13：30～14:30　
場　所：高槻市立総合市民交流センター
　　　（高槻クロスパル）第6会議室
出席者：37名+委任状94名　合計131名
Ⅱ.審議事項
 ①2019年度(平成31年度)事業計画案（武枝会長）
同窓会会則第4条に記述の4事業に分け、説明があった。
平成31年度の主な事項として、以下の５項目を挙げた。
（1）会員の親睦及び共催については昨年度を踏襲し

た形
（2）大学との協調については学術講演会in東京を大

学との主催、大学祭への支援、若手教員への研
究助成、学位授与式での記念品贈呈
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（3）大薬会報は例年通り、秋号は会費納入者に送付
（4）会計計上の見直し（過年度補助金の取り扱い）
（5）大学統合に向けた事業への協力

採決の結果、以上の平成31年度事業計画案は全
て承認された。

 ②平成31年度収支予算案(橋本副会長)
　・資産取崩し額は100万円増額の300万円
　・雑収入は科目を分けての記載とした。
　・支部交流費として仁泉会との交流支援に10万円
　　を計上
　採決の結果、平成3１年度収支予算案は承認された。

Ⅱ.報告事項
①平成30年度中間決算報告（橋本副会長）
　現時点での収支状況が説明された。
②庶務報告（増田副会長）
　クラス幹事の新任・辞任及び支部予備幹事の新任
③母校関係報告（武枝会長）
　大学の3月末での退官と教授承認報告
④第7回学術講演会in東京（増田副会長）　
　2019年2月17日(日) 第一ホテル東京にて 60名余の出席
　仁泉会との交流で仁泉会東京支部長　岩崎善毅先生
を演者にお招きできた。

⑤三島センター薬局の閉局について（武枝会長）
⑥地域医療の貢献（武枝会長）
　地域医療に大薬生も参加し、県から学生に奨学金が
給付されることとなった。

鳥取県に続き、高知県でもUターン就職支援協定を締結予定
以上、6件の報告事項について、全て了承された。

役員会
第1回
開催日：平成30年4月15日(日)13：30～15：30　
場　所：茨木ローズWAM　401・402号室
出席者：18名
監査役：織田美夫　尾島博司
議題
Ⅰ.報告事項
　①次期会長・監査役、卒業生評議員の選挙スケジュール案

について
　②ホームカミングデーについて
　③法人理事会報告
　④母校法人関係報告
　⑤同窓会会員異動連絡について
　⑥平成30年度総会について
　⑦その他
Ⅱ.審議事項
　①平成29年度会計決算報告
　②平成29年度会務報告
　③平成29年度事業報告
　④平成29年度監査報告
　⑤卒業生評議員の選出、会長・役員任期に関する会則変更
　　
第2回
開催日：平成30年７月15(日）13：30～15：30

場　所：茨木市福祉文化会館　203号室
出席者：21名
監査役：尾島博司
議題
Ⅰ.報告事項
　①平成30年度総会について
　②第10回ホームカミングデーについて
　③会費未納時の幹事の取り扱いについて
　④法人理事会報告
　⑤その他
Ⅱ.審議事項
　①同窓会費振込について
　②次期選挙スケジュールについて
　③同窓会会員異動連絡票について
　　　
第3回
開催日：平成30年10月28日(日)13：30～15：30
場　所：茨木ローズWAM　502号室
出席者：15名
議題
Ⅰ.報告事項
　①法人理事会報告
　②監査会指摘事項について
　③他大学同窓会会費振込等について(調査結果)
　④法規委員会について
　⑤第53回大薬祭の助成について
　⑥「同窓会会則・規程集」の刷新について
　⑦その他　幹事の異動
Ⅱ.審議事項
　①次期選挙スケジュールについて(改案)
　②選挙管理委員について
　③今後の会務日程(案)

第４回
開催日：平成30年12月9日(日)15：00～17:10
場　所：大阪薬科大学サテライト研修室
　　　（三島センター薬局３F）
出席者：14名
議題
Ⅰ.報告事項
　①監査会指摘事項について
　②選挙様式の変更について
　③第7回「学術講演会in東京」の演者変更について
　④法規委員会について
　⑤選挙に伴う会則のHPへのアップ
　⑥新年会について
　⑦その他　幹事の異動
Ⅱ.審議事項
　①会議・会合スケジュールについて(改案)
　②選挙管理委員について
　③卒業生評議員選考委員について
　④臨時幹事会の議事について

第5回
開催日：平成31年2月3日(日)13：30～15:10
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場　所：茨木市市民総合センター
　　　（クリエイトセンター）203号室
出席者：15名
議題
Ⅰ.報告事項
　①法人理事会報告　
　②監査報告
　③第7回「学術講演会in東京」について　
　④法規委員会について
　⑤幹事の異動
　⑥選挙に伴うHP会則の更新について
　⑦新年会について
　⑧母校関係
Ⅱ.審議事項
　①臨時幹事会について
　②本部推薦「卒業生評議員選考委員」について
　③「会長・監査役選挙管理委員」について

第６回
開催日：平成31年3月10日(日)13：30～16:40
場　所：茨木市市民総合センター
　　　（クリエイトセンター）203号室
　出席者：17名
　相談役：常風潤一
議題
Ⅰ.報告事項
　①法人理事会報告　
　②母校関係
　③幹事の異動
　④第7回「学術講演会in東京」開催報告
Ⅱ.審議事項
　①平成31年度事業計画案について
　②平成31年度予算案について
　③過年度補助金について

正副会長会
第1回：平成30年4月12日(木) 15:00～17:00　同窓会室
第2回：平成30年6月17日(日) 14:00～15:50　同窓会室
臨  時：平成30年9月8日（土）18:20～19:40　同窓会室
第3回：平成30年10月20日(土) 14:00～17:20　同窓会室
第4回：平成30年12月2日(日) 14:30～17:20　同窓会室
第5回：平成31年1月20日(日) 10:30～11:30 
　　 ＡＮＡクラウンプラザホテル神戸

第6回：平成31年3月1日(金) 16:30～17：50 
　　 大阪薬科大学薬学教育センター３階

第7回：平成31年3月9日(土) 12:30～14：30　同窓会室
第8回：平成31年3月11日(月) 14:00～15:30　同窓会室

その他
第11回ホームカミングデー
平成30年6月10日(日)
　①学内見学ツアー
　②特別講演
　　演題　「肥満の科学～生活習慣病の発症原因として
　　　　　　の肥満を考える～」
　　大阪薬科大学　病態生化学研究室　藤森 功 教授　
　③懇親会参加者46名

青年局
　第3回青年局大会　平成30年10月21日(日)
　参加者：27名
　ホテルグランヴィア大阪 20F
　学術講演会　演題「「くすり」と「リスク」：私と厚生労働省・ 
　重篤副作用疾患別対応マニュアル」
　大阪薬科大学 循環病態治療学研究室　井尻 好雄 准教授

新年会
　平成31年1月20日(日)12:00～14:00
　参加者：71名
　ANAクラウンプラザホテル神戸　9Ｆ「ジャスミン」
　母校より浜岡副理事長、浦田教務部長、福永ｷｬﾘｱｻﾎﾟー ﾄ
　部長、大阪医科大学仁泉会より河野公一理事長、安藤
　嗣彦副理事長

第7回大阪薬科大学同窓会「学術講演会in東京」
　平成31年2月17日(日)14:00～17:00　第一ホテル東京
　参加者：55名
　招待講演　演題「多職種連携の時代－薬剤師への期待－」
　　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

　特別講演　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」　

　大阪薬科大学臨床薬学教育研究センター
中村敏明　教授

支部会
徳島県 平成30年6月3日（日） 武枝会長、
  長舩副会長
鳥取県 平成30年7月29日(日)　 武枝会長
広島県 平成30年8月19日（日） 武枝会長、
  長舩副会長
関　東 平成30年9月2日(日)　 武枝会長
東　海 平成30年9月9日（日） 武枝会長、
  橋本副会長
京都府 平成30年10月14日(日)　 武枝会長、
  増田副会長
兵庫県 平成30年10月14日（日） 長舩副会長、
  橋本副会長
国立病院機構 平成31年1月19日(土） 武枝会長
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 平成31年2月17日（日） 武枝会長、
  長舩副会長、
  増田副会長、
  芝野副会長、
  橋本副会長
九　州 平成31年3月2日(土)　 武枝会長
滋賀県 平成31年3月3日（日） 武枝会長、
  増田副会長
奈良県 平成31年3月17日（日） 武枝会長、
  橋本副会長

大学関連
平成30年度入学式出席　
　・平成30年4月3日(火)
平成30年度市民講座　協賛
　・第45回　平成30年5月19日(土)
　・第46回　平成30年9月15日(土)

平成30年度公開教育講座　協賛
　・第78回　平成30年5月26日(土)
　・第79回　平成30年7月21日(土)
　・第80回　平成30年11月17日(土)
平成30年度父母懇談会出席
　・大阪　平成30年9月22日(土)　TKPガーデンシティ
　　　　　　　　　　　　　　　　大阪梅田
　・広島　平成30年9月29日(土)　アークホテル広島駅南
　・高松　平成30年10月6日(土)　JRホテルクレメント高松
　・本学　平成30年10月20日(土)　大阪薬科大学
平成30年度学位記授与式出席
　・平成31年3月9日(土)
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備品台帳
（平成31年 3月 31日現在）

（平成 31年 3月 31日現在）

クラス会及び支部の収支報告は、同窓会会則で定められています。平成２７年度が提出初年度になります。
以下が提出状況です。年度内で収支があった時は、必ず提出ください。よろしくお願いいたします。

品名（型番等） 数量 購入年月日

CASIO 電子辞書（EX-word) XD-R8100GN 1
扉付き木製棚（1枚扉） 1
扉付き木製棚（3枚扉） 1
スチール製両開き書庫 1
スチール製両開き書庫 1
スチール製ガラス引違い（小） 1
スチール製ガラス引違い（小） 1
スチール製引違い（小） 1
スチール製引違い（小） 1
デスク（小） 1
デスク（小） 1
デスク（大） 1
事務用回転チェア 12 1997.03.11
折りたたみチェア 5
会議用テーブル 1
会議用テーブル 1
ラック 1
ラック 1
食器用棚 1 1997.03.11

卒業
年度 幹事名 会計

報告
S12
S14
S16/3
S16/12
S17
S18
S19
S20
S21
S22 阿鹿・那須 寄付
S23 髙 橋 市 子 寄付
S24 古 川 郁 子 済
S25 篠 田 督 子 寄付
S26
S27 棚橋喜見子 済
S29
S30
S31 田 中 美 代 済
S32 八 幡 伊 昭 済
S33 谷 　 暢 子 済
S34 陶 山 久 子 済

支　部 決算報告

関東 済
東海 済
滋賀県 済
京都府 済
兵庫県 済
奈良県 済
和歌山県
鳥取県 済
岡山県
広島県 未
徳島県 済
香川県
高知県
九州 未

近・国立 済

提出 9
未提出 2

卒業
年度 幹事名 会計

報告
S35 前 田 龍 三 済
S36 藤 村 秀 子 済
S37 小 路 　 昭 済
S38 福 家 清 美 済
S39 山 口 正 邦 済
S40 遠 藤 郁 子 済
S41 根 家 幸 子 済
S42 中村沙和子 未
S43 東 井 孝 之 済
S44 真 下 博 孝 済
S45 安 田 正 秀 済
S46 津 島 寛 子 済
S47 坂部登志子 済
S48 新 田 清 美 済
S49
S50 森 　 麻 子 済
S51 増 田 　 豊 済
S52 杉 本 真 理 未
S53 山中美咲子 済
S54 橋 本 　 敦 済
S55 松 本 利 行 済

卒業
年度 幹事名 会計

報告
S56 土 井 光 暢 済
S57 入 江 俊 彦 済
S58 浅 妻 雅 朗 済
S59
S60 生 田 絹 子 済
S61 岡 崎 弘 記 済
S62 吉村由香里 済
S63
H1
H2
H3 芝野真喜雄 済
H4
H5
H6
H7
H8
H9
H10
H11
H12
H13

卒業
年度 幹事名 会計

報告
H14
H15 岩 本 憲 明 未
H16
H17
H18 米 山 弘 樹 済
H19
H20 橋 本 智 之 済
H21 田 中 　 智 済
H22
H23
H24 那波みゆき 済
H25 松 山 育 美 済
H26 船 橋 信 吾 済
H27 蔦 原 稜 太 済
H28
H29

寄付 3
提出 38
未提出 3

※斜線は補助金、助成金を受け取っていない学年及び支部

品名（型番等） 数量 購入年月日

机 1
Canonプリンター LASER SHOT LBP-1710 1
3段ボックス 1
スチール製レターケース 3
スチール製ガラス引違い（大） 1
スチール製引違い（大） 1
ホワイトボード 1
スイッチングハブ LSW－TX－8NS 1 2008.10.22
カラープリンター KONICA MINOLTA　 
magicolor 4650DN 1 2009.04.16

掃除機　POWERFUL　SLIM  Panasonic 
MC-U51A 1 2009.06.09

事務員用ロッカー エコビアEB-1960LB　DB 1 2009.12.18
デスクトップパソコン　EPSON Endeavor 
MR4000 1 2011.02.04

液晶ディスプレイ EPSON LD22W61S 1 2011.02.04
Office Personal 2010 1 2011.02.04
電話機 Panasonic KX-PD301DL 1 2012.10.18
ウイルスバスタークラウド3年版 1 2014.10.19
ノートパソコン　dynabook Satellite　
B35/R 1 2016.04.18

平成 30 年度クラス会会計報告書・支部決算報告書　提出状況
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（平成 31年 3月 31日現在）

卒業年 人数 納入者数 納入率
（%）

S12 43 1 2.33
S14 45 1 2.22
S16/3 52 2 3.85
S16/12 53 2 3.77
S17 52 2 3.85
S18 76 3 3.95
S19 79 4 5.06
S20 82 3 3.66
S21 71 21 29.58
S22 106 11 10.38
S23 152 30 19.74
S24 119 22 18.49
S25 144 17 11.81
S26 133 23 17.29
S27 136 26 19.12
S29 84 11 13.10
S30 98 19 19.39
S31 108 33 30.56
S32 112 31 27.68
S33 113 34 30.09
S34 134 38 28.36
S35 129 53 41.09
S36 136 49 36.03
S37 126 52 41.27
S38 133 23 17.29
S39 137 49 35.77
S40 153 45 29.41
S41 145 40 27.59

支部 会員数 納入者数 納入率
（%）

関東 694 164 23.63

東海 549 147 26.78

滋賀県 322 97 30.12

京都府 609 164 26.93

兵庫県 1,629 443 27.19

卒業年 人数 納入者数 納入率
（%）

S42 149 27 18.12
S43 209 46 22.01
S44 212 47 22.17
S45 254 74 29.13
S46 224 32 14.29
S47 217 41 18.89
S48 245 37 15.10
S49 197 33 16.75
S50 258 38 14.73
S51 214 43 20.09
S52 238 31 13.03
S53 230 44 19.13
S54 194 26 13.40
S55 283 32 11.31
S56 290 34 11.72
S57 282 56 19.86
S58 277 33 11.91
S59 294 34 11.56
S60 293 23 7.85
S61 261 56 21.46
S62 284 21 7.39
S63 231 11 4.76
 H1 261 32 12.26
 H2 222 17 7.66
 H3 289 20 6.92
 H4 289 14 4.84
 H5 294 14 4.76
 H6 224 11 4.91

支部 会員数 納入者数 納入率
（%）

奈良県 1,079 234 21.69

和歌山県 397 107 26.95

鳥取県 94 25 26.60

岡山県 256 65 25.39

広島県 304 90 29.61

卒業年 人数 納入者数 納入率
（%）

 H7 230 9 3.91
 H8 327 12 3.67
 H9 287 12 4.18
H10 340 9 2.65
H11 287 9 3.14
H12 262 9 3.44
H13 347 9 2.59
H14 314 6 1.91
H15 298 6 2.01
H16 284 8 2.82
H17 275 3 1.09
H18 303 10 3.30
H19 297 7 2.36
H20 287 25 8.71
H21 305 15 4.92
H22 47 41 87.23
H23 22 12 54.55
H24 226 159 70.35
H25 277 194 70.04
H26 288 163 56.60
H27 332 207 62.35
H28 294 190 64.63
H29 299 206 68.90
H30 325 223 68.62
H31 326 225 69.02
合計 16,745 3,341 19.95

支部 会員数 納入者数 納入率
（%）

徳島県 131 41 31.30

香川県 174 48 27.59

高知県 107 35 32.71

九州 261 75 28.74

近畿国立
病院機構 49 24 48.98

※ H31年卒については令和元年 7月1日現在の数値

平成 30 年度 同窓会年会費納入状況

11大薬会報 第97号



皆様この一年如何お
過ごしでしたでしょう
か？　早また一年が経
ちました、会報の訃報
も気になりますね。

世の中全体が不穏な状況の中で日々健やか
に過ごせることが何よりと感謝あるのみと存
じます。
今回の補助金は￥12,000、一人￥400の計
算で 30 人の会員の方々の補助金です。例年
通り会長を通じて寄付をさせて頂きました事
をご報告させて頂きます。
幹事会出席が絶対条件で即寄付の状況で何
時まで高橋様のご無理をお願い出来るか苦慮
している処です。
会費納入の方々のお名前を列記し領収書の

燦々会は卒後 60年を
機に解散となり 一抹の
淋しさを覚えます。今
後のクラス会運営につ
いて (特に同窓会本部よ

り還付される補助金の扱いは ) 解散後は個人
の集まりになり、クラス全体で共有・使用す
ることが難しくなりました。この件につき 4
人のクラス幹事ほか十数人の会員の方に意見
を伺いました結果、「補助金を平成 30年度分

添付にてのご報告とさせて頂きます。

敬称略、会員番号順、明石、高橋、麻田、島尾、
廣田、岡崎、井上、石本、古川、片上、兼広、谷
村、中本、名取、奥田、洞ヶ瀬、南野、西川、桂 ,
坂田、河合、横田、安野、吉川、吉田、安本、薄葉、
須並

より以降全額 同窓会に返納し、本部で有効に
使っていただこう」ということになりました。
4月の第 1回幹事会に出席の際 返納の手続き
を済ませましたのでご報告いたします。お声
がけ出来なかった方には事後承諾になりまし
たが ご了承下さい。これまでのご協力 誠に有
難うございました。なお多くのご要望があり
ましたので、小規模な親睦会は引き続き行う
予定です。後日案内させていただきますので 
ぜひご参会ください。

昭和23年卒業
紫薬会

Ｓ23 幹事一同

昭和33年卒業
燦々会

Ｓ33 幹事一同

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）
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同期会だより

令和元年三四会の
ご案内

2020 年の東京オリン
ピック開催まで、あと 1

年を切りました。
せめて 2020 年までは元気で三四会に出席
したいね！と合言葉にして過ごしてきました。
今年の夏は一段と暑さ厳しい日々でしたが、
三四会の皆様如何お過ごしでしょうか？今回
は令和と改元されて初めての同窓会です。
先の大薬会報 96 でお知らせしております
が、11 月 16 日（士）11：00 ～　新阪急ホ
テルで開催です。
私たちの年齢になれば、元気な人や体調の
悪い人、日によっても良かったり悪かったり
ありますが、年に一度の三四会ですから体調

を整えて是非出席して下さいますようお願い
致します。
案内状は改めてお送りしますが案内状が届
いていない方でも、友人より聞いたり、大薬
会報を見たりした方は是非ご出席ください。
幹事一同多数のご参加を、お待ちしており
ます！！

訃報
伊藤千恵子さん　5月にご逝去されました
ご冥福をお祈り申し上げます　　　　合掌

幹事　濱口 政之　岡北 章
　　　金堀 東茂子　陶山 久子

（内容が同様の原稿を２通お送り頂きましたが、
１通を掲載させて頂きました）

昭和34年卒業
三四会

Ｓ34 幹事一同

珊瑚会の皆様お元気
でお過ごしでしょうか？
年号が令和になり、多
少気持ちも新たに日々お
過ごしの事と存じます。

さて今年の珊瑚会は次の通り開催すること
に決まりました。
本会も終わりに近づきましたが、同窓会に
参加して思い出を話し合うことは認知症の予
防にもなります。多数のご出席をお待ちして
います。

記
日時：令和元年 10月 29日（火）
　　　午前 10時 45分　受付開始
場所：ホテルグランヴィア大阪
　　　21階　蘭の間

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

昭和35年卒業
珊瑚会

Ｓ35 幹事一同

三六会 同窓会
2019年6月9日（日）
ホテルグランヴィア大
阪 20階にて開催されま
した。

昨年は 50人以上参加されましたが、今年は
35人と少し残念な状況でした。

御家族の都合が悪かったり、ご不幸があっ
たり、入院されたりで残念でした。
来年は今年以上に参加されます様にお願い
申し上げます。

次回予定　2020年 6月 14日（日）

昭和36年卒業
三六会

Ｓ36 斉藤 弘一
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同期会だより

傘寿記念リーベ会開催
報告
傘寿記念リーベ会を5
月23日に京都市中京区
にある「一子相伝 京料

理 なかむら」で開催しました。傘寿のお祝いに
相応しく、赤い朱塗りの盃による祝杯で始まり、
甘鯛の酒焼きや赤飯などで、めでたい、うれし
い、よろこび のひと時を和やかな雰囲気のなか
で、みんなでお祝いしました。
さらに、傘寿のお祝いの印に、京菓子老舗「亀
屋良永」の高価な紅白上用饅頭がお土産でした。
今回は、中村洋さんと鴻上雅美さんのお世話

で開催し、女性11名、男性10名計21名の出
席でした。

次回・来年は小路昭が世話人をお引き受けし
て、久しぶりに大阪で開催することを決めてお
開きとしました。

昭和37年卒業
リーベ会

Ｓ37 幹事一同

第十九回いざよい会
　開催のご案内
毎年クラス会を開く
事に決まりました、そ
の二回目です。

記
日時：令和元年 11月 24日（日）12時より
場所：ホテルグランヴィア大阪　20階

喜寿の節目（迎えられた方、未だの方も含
めて）に感謝して、今迄に出席された方は勿
論の事、出席されていない方は是非是非出席
していただけますように、幹事一同お待ち致
しております。

幹事　西村・根家・野崎・河崎

昭和41年卒業
いざよい会

Ｓ41 幹事一同

ホームカミングデー会場
にてミニクラス会を開催

令和元年 6月 23 日、
第 12 回大阪薬科大学
ホームカミングデーが母

校キャンパスで開催されました。私共、昭和４５
年卒業の第１７期生は卒後５０年の節目にあた
り、同窓会より今回のホームカミングデーに招
待を受け、２０数名の級友が参加してミニクラ
ス会を開催しました。
　ホームカミングデーの催しは午前の学内ツ
アー、午後から特別講演会・懇親会です。午前
の学内ツアーでは学内の研究室等の各施設、薬
草園では平成３年卒の芝野真喜雄先生が懇切丁
寧に説明して下さいました。午後の特別講演会
では平成２年卒の宮崎誠先生が「近頃の薬物動
態学」と題して講演して下さいました。その後、

午後３時より、学内の学生食堂において懇親会
が開催され、懇親会会場で１７期生クラス会も
便乗して開催しました。懇親会は同窓会会長・
武枝敏之君の開会挨拶、１７期生の山本経之君
の乾杯の発声で歓談が始まりました。同窓会副
会長の増田豊様の中締めの挨拶の後、集合写真
を撮影し散会となりました。

学年幹事
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 幹事一同
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同期会だより

卒業後、初めての同窓
会を右記の日程で開催
します。出欠確認の往
復はがきを 10月頃にこ
の大薬会報の送付先に

お送りする予定です。
お忙しいとは存じますが、お誘い合わせの
上、奮ってご参加下さい。

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：12月 8日（日）11時～ 13時
場所：ホテル阪急インターナショナル
　　　25階ソラメンテ

昭和62年卒業

Ｓ62 幹事一同

平成 20・21・26 年度
卒業生の皆様へ
同窓会のご案内

この度、下記の通り
同窓会開催の手配をさ

せていただきました。皆様お誘い合わせの上、
ご出席くださいますようお願い申し上げます。

記

日時：2019年 10月 20日（日）13時開始（12
時半受付開始）

会場：Chandelier Table（阪急梅田百貨店
13階）

住所：大阪市北区角田町 8-7
会費：5千円

＊本案内は、同窓会室からの住所録の提供でお送り
しております。住所不明の同窓生もいるため、案

内が届いていない同窓生がいらっしゃいました
ら同窓会室までご連絡いただけますと幸いです。
（072-690-1099 平日午後）

＊今年は青年局の懇親会に初の試みで卒後 5年と
10年、11年を招待し、3学年が同窓会を同時開
催致します。（来年度以降も卒後 5の倍数の学年
を対象に同窓会の同時開催を検討しております）

幹事
H20卒
井出 久美子、南 郁江 ( 城阪 )、木元 貴祥、
橋本 智之

H21卒
瀬古 祐輔、後藤 賢一、田中 智、
瀬古 明日香 ( 和田 )

H26卒
船橋 信吾

平成20年卒業
平成21年卒業
平成26年卒業
H20,H21,H26
幹事一同

＜GOGO会同窓会の
お知らせ＞

同窓生の皆さんお元
気ですか！！来年は卒

後４０周年になります。
右記の要領で同窓会を行います。今回は開
催ホテルが変更になっていますので間違わな
いようにしてください。

開催日：２０２０年２月２３日（日）
　　　　１３：００～１６：００
場所：大阪新阪急ホテル（JR大阪駅近く）
　　　０６－６３７２－５１０１
詳しい案内は後日送付します。ぜひ同窓会
誌が届いてないお知り合いにも声をかけてく
ださいね。来年皆さんとお会いできるのが楽
しみです（＾＾）/
幹事：松本利行　保良友彦
　　　越智武洋　友恵希代子

昭和55年卒業
GOGO会

Ｓ55　幹事一同

春号に掲載できず申し訳ございません、秋号に掲載させていただきました。
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同窓会支部だより

令和元年の支部同窓会を6月30日
（日曜日）夕刻より開催いたしまし
た。本年で12回目の開催となり武枝
会長には副会長時代から12年連続ご
参加頂き大変に感謝申し上げます。年
1回開催ですが、顔を合わせて大学の
現況や学生の様子などの情報を楽し
みに参加した同窓も多く、ホームカミ
ングデー、市民公開講座の開催など
幅広い活動を知ることができました。
また橋本副会長は2回目のご参加で若
き経営者としての奮闘の話に勇気をい

7月21日（日）12時ホテルグランヴィ
ア和歌山にて、本部から武枝会長と増
田副会長のご出席を頂き、令和元年度
支部総会・懇親会を開催しました。
今回、初めて、大阪医科大学同窓会
の仁泉会和歌山県支部長の田伏俊作
先生と同副支部長の湯川裕史先生に
ご臨席賜り、和歌山県支部として意義
深い総会となりました。
総会の冒頭、平成30年春に旭日双光
章の叙勲を受章された昭和45年卒業
の常風潤一さんと同じく令和元年春に
旭日双光章を受章された昭和47年卒
業の坂東源司さんに花束贈呈を行いま
した。
総会では、平成13年卒業の抜井栄二

兵庫県支部同窓会を令和元年7月7
日（日）、ホテル竹園芦屋で開催しまし
た。
本部から武枝会長・増田副会長、昨
年に引き続き 大阪医大同窓会仁泉会 
安藤理事長、他支部2名、総勢25名参
加でした。
日本笑い学会 中井宏次(S50)理事
の特別講演『人間学講座こころが笑う
コミュニケーション』。
健康長寿の秘訣「おもろいなぁ、
いっぺんやってみぃ、なかよおやり

「大薬会報 96号」におきまして、同窓会開催のお知らせの記載漏れがございました。兵庫県支部のみなさまに対して
深謝いたしますとともに、関係各位、会員の皆様にご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

ただき感謝いたします。今年度より長
らく支部をまとめていただいた元木支
部長が顧問となられ、徳島支部は山川
新支部長のもと新しい幹事で再出発
いたします。
来年は6月にランチ会開催予定で
す。詳しくは、支部員宛はご案内状ハ
ガキ、大学本部同窓会ホームページに
て案内いたします。是非、日頃参加で
きない方の参加をお願いします。県内、
県外の方の飛び入り参加もＯＫです。ぜ
ひご参加ください。

さんの司会進行で、武枝会長、田
伏県支部長から来賓祝辞を賜りま
した。次に議事に入り活動報告、
会計監査報告のあと役員改選を行
い、次期支部長に昭和47年卒業
の坂東源司さん、副支部長に昭和
45年卒業の佐々木紗代子さん、昭
和61年卒業の岡崎弘記さん、昭和
61年卒業の園部比呂志さんの3名他監
査、幹事、会計担当総数12名が選任さ
れました。半数の6名の方が、平成卒業
で役員の若手登用を図りました。
任期は、令和2年4月1日から令和6
年3月末までの4年間です。
総会終了後、武枝会長から2021年4
月大阪医科大学との統合を控え、タイ

やぁ」（笑、好奇心、協調性）のユー
モラスなお話に、えらい笑いました。
（おもろいなあ）
お腹がすいたところで懇親会、老若
男女の同窓生が集い、賑やかで楽し
いコミュニケーションの場となり、盛
り上がりました。これを機に会員間の
交流が広がり深まることを願っていま
す。（なかよおやりやぁ）
残念ながら時間となり再会を約束し
閉会となりました。
来年は、東京オリンピック開会前、7

徳島支部連絡先：オリーブ薬局阿南店
内田浩二(H１３)TEL：0884-24-9777
（令和元年度より変更）

（H8 内田 陽一郎）

ムリーな話題として「同窓会と大学と
の連携及び今後の動向について」ご講
話をいただきました。
懇親会では、増田副会長のご発声で
乾杯をした後、新役員の紹介、出席者
の自己紹介などで盛会のうちにおひら
きになりました。

（S46 田中 康裕）

月5日（日）、ホテル舞子ビラ神戸で開
催予定です。皆様、平成卒の方々も誘
い合わせての多数の参加をお待ちして
おります。（いっぺんきてみい）

(S54 白神 真百合）

徳島県支部

兵庫県支部

和歌山県支部
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第12回大阪薬科大学ホームカミングデーが2019年6月23日（日）に
開催されました。キャンパスや薬用植物園には、様々な花が咲き、最も美
しい時期での開催となりました。多数のご参加ありがとうございました。

今年の学内見学ツアーでは、資料室が大阪北部地震による復旧工事
が行われていた関係で見学して頂くことが出来ませんでしたが、最新の
実習施設や薬用植物園などをゆっくりと見学して頂きました。薬用植物
園では、五感で植物を感じて頂き、時間を忘れて楽しんで頂きました。さ
らに、立派な講堂や充実した実習施設では、恵まれた環境での薬学教育
に驚きの声があがるばかりでした。 

午後からは、武枝会長のご挨拶の後、特別講演として、同窓生である
母校薬学教育研究センター教授の宮崎 誠先生（H2）に「近頃の薬物動
態学」という演題でご講演頂きました。難しいという印象しかない「薬物
動態学」の基本的な考え方を楽しく、わかりやすく講義して頂きました。
目からウロコの解説で、質疑応答も活発に行なわれ、充実した講演会と
なりました。今年も、講演会にご参加頂いた方には、日本薬剤師研修セ
ンターの受講シール１単位を配布させて頂きました。今後も生涯教育の

一環として、質の高い講演会を企画していく予定です。まだご
参加されていない皆様も気軽にお越し下さい。

午後3時からは、学生食堂に場所を移し、懇親会に入りまし
た。武枝会長のご挨拶の後、山本経之さん（S45）から乾杯の
発声を頂き、ご歓談となりました。この懇親会には、今年ご招
待のS45、H2年卒の皆様やホームカミングデーにご参加頂い
た皆様、母校生涯学習センターの河合悦子先生（S63）などが
お集り頂き、懇親を深めて頂きました。

次回もより充実した内容で開催致します。
沢山のご参加をお待ちしております。

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を開催しました
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フェイクニュースという言葉を近頃よく耳にする。インター
ネットが普及し、twitter や Facebook、Instagram など
の SNSが全盛の時代である。誰もが情報を容易に発信でき
る。こういった事情もあり、間違った情報、事実確認が不明
確な情報、利益誘導のための広告などの玉石混交の情報が、
インターネット上では散見される。これは、医療情報におい
ても同様である。
患者は疾病情報をインターネットで調べる。しかし、間

違った情報を鵜呑みにすれば、治療機会を逸し、本来受け
るべきスタンダードな治療にアクセスできなくなるかもしれ
ない。情報が患者の不利益につながる可能性があるという
ことだ。現在社会においては情報を利用する立場は、情報
の真偽を見抜く目（リテラシー）が必要とされる。こと健康
情報においてはヘルスリテラシーといい、聖路加国際大学の
中山和弘教授は「ヘルスリテラシー 健康を決める力（http://
www.healthliteracy.jp/）」というサイトを運営し、ヘルス
リテラシーの啓発をしている。
一方で、情報を発信する側、主にはメディアにも、正し

い情報を発信する責務があるだろう。私はその一助となる
べく「メディカルライターズネット（http://medicalwriting.
wixsite.com/medical-writers-bank）」を 5 年前に立ち
上げた。メディカルライターズネットでは、医療資格を保有
する会員のメディカルライターを出版社などにつなぐ活動を
している。会員には、医師や看護師だけでなく薬剤師も多
く含まれる。薬剤師の重要な役割の一つに医薬品情報の提
供があるが、薬剤師が情報発信力を持つことは、薬剤師の

プレゼンス向上にも資することだと考える。目覚ましく進行
する情報化だけでない。薬剤師を取り巻く環境も大きく動
きつつある今、メディカルライターという職種には、薬剤師
の新しい働き方としての可能性があると感じる。
最後に、メディカルライターズネットを通じた実績を紹介

したい。拙著「大腸がん 最新標準治療とセカンドオピニオン
（ロゼッタストーン）」を2019 年 4月に出版した。拙著は、
大腸がんの治療に悩む患者が、正しく疾患や治療を理解し
て、納得できる医療を選択できることを目指すものである。
実は「納得という言葉」は非常に重い。これまでの ICでは
得られない腑落ち感が納得であ
る。納得を達成するためには、医
療者が正しい情報を提供し、患者
が正しく理解することが前提であ
る。このような患者を支えるため
に、懇切丁寧な情報提供も薬剤師
に求められる責務であろう。

情報社会における薬剤師の働き方として
雜賀 智也（H12、薬学科卒）

著者プロフィール
雜賀智也
薬剤師・メディカルライターズネット代表

大阪薬科大学卒業、東京大学大学院医学系研究科公共健康医
学専攻修了。
薬局、医学系出版社を経て現職。著書に『大腸がん 最新標準治
療とセカンドオピニオン（ロゼッタストーン）』『よくわかる公衆
衛生学の基本としくみ （秀和システム）』『看護の現場ですぐに
役立つ 地域包括ケアのキホン（秀和システム）』『看護の現場で
すぐに役立つ 医療安全のキホン（秀和システム）』がある。

会員投稿
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会員投稿

コーラス部 ＯＢＯＧ会の皆様へのお知らせ

詩吟部OB会開催 文　新田(S47) 吉田(S44)

ＯＢＯＧの皆様にすでにご案内申し上げておりました令和元年１０月１２日の現役学生とＯＢＯＧとの交歓会
が諸般の都合により中止することになりました。
中止の経緯につきましては、OB同席のもと２名のクラブ顧問と学生と話し合いを持ち決定いたしました。な
お、毎年実施されています定期演奏会については、少し形を変えての内容になりますが、例年通りの時期に実施
予定です。OBOG会の皆様へは改めて詳細な事情についてご連絡させていただきます。
皆様のご理解と今後とも変わらぬご支援をお願い申し上げます。

2019年
7月14日に
天王寺の料
亭「まつむ
ら」で2年
ぶりにOB
会 を 開 催

しました。当日はS39～56卒の23名の参加がありまし
た。まず先にお亡くなりになられた名誉会長の仲田欽一
様(S30卒）のご冥福をお祈りして黙祷を捧げました。
ついで大阪薬科大学詩吟部部詩を松浦正ーさん(S41
卒）の発声に続き全員が合吟した後、岩本常生さん
(S39卒）の乾杯の発声で懇親会に移りました。大野行
弘さん（本学の教授S56卒）から2021年4月の大阪薬
科大学と大阪医科大学の統合についてお話いただいた
後、各人の近況報告、学生時代の思い出や苦労話［文
化祭、競吟大会、春・夏の合宿、文集（吟嶺）の作成］を

語って頂きました。また卒業後も詩吟を続けておられ
る先輩に於いては詩吟を披露していただき、3時間がま
たたく間に過ぎました。宴の最後には、合宿やコンパで
歌った「竹馬の友」を合唱し、またの再会を約束して金城
鉄男さん(S43卒）の閉会の挨拶でお開きにしました。
今回、参加いただけなかった詩吟部OBの皆様、次回
は是非ともご参加をお待ちしております。
参加者：S39卒3名、S41卒4名、S43卒4名、S44卒2

名、S46卒2名、S47卒6名、S56卒2名、近畿
以外は愛知県、香川県、愛媛県、山口県、男性
18名、女性5名

新世話人：金城鉄男(S43卒）、吉田政晴(S44卒）、
 中口博行(S46卒）、長谷雅史(S47卒）、
 新田剛(S47卒）、上田和彦(S56卒）
今回、住所不明などによりご連絡できていない方は下
記の連絡先にお知らせいただきますようお願いいたしま
す。daigakujitaku1OOO@gmail.com(新田）
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告 知 「第4回大阪薬科大学同窓会 青年局大会」のご案内

第8回大阪薬科大学「学術講演会 in 東京」のご案内
母校と同窓会の共催による大阪薬科大学「学術講演会ｉｎ東京」を今年度も開催いたします。今年度で第8回に

なりますが、年を経るごとに参加者も増え、立ち見の方も出るなど多くの方にご参加いただいています。今年度
も有意義な講演会になりますよう企画しております。是非ご参加いただきますようご案内申し上げます。

　大阪薬科大学同窓会 青年局 とは、大阪薬科大学を平成に卒業された方が対象となる会です。
多方面で活躍されているOB・OGの方々との縦の繋がりをつくり、また、同級生との同窓会開催を通して卒後
の横の繋がりを深めるサポートも行っております。
卒業生の今後キャリアアップをサポートしていけるような会を目指しております。

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。

主 催 大阪薬科大学・大阪薬科大学同窓会

日 時 2020 年 2 月 2 日（日）14：00 ～ 17：00
17：00 ～　懇親会

場 所 ザ・プリンスさくらタワー東京 2 階 コンファレンスフロア
東京都港区高輪３丁目 13-1　　電話： 03-3447-1111（代表）

講 演

・特別講演 
　演題　「分子疫学研究による梅毒流行実態の解明と新たな謎」

大阪薬科大学感染制御学研究室　駒野　淳　教授
 
・招待講演
　演題　「深層学習による認知障害リスク判定法の開発」

　東京大学大学院　新領域創成科学研究科　酒谷　薫　特任教授
学 術 講 演
会 参 加 費 無料

懇親会参加費 8,000 円（当日受付にて頂戴いたします）

定 員 100 名（先着順）

問い合わせ先
大阪薬科大学同窓会事務室
TEL&FAX　072-690-1099 （月～金 13：00 ～ 17：00）
E-mail:dosokai@gly.oups.ac.jp

( 日本薬剤師研修センター受講シール 1 単位 )

日 時 令和元年１０月２０日（日）　11:00 ～ 15:00（受付 10:30 ～）

内 容

第１部  11:00 ～ 13:00 学術講演（日本薬剤師研修センター 1 単位）
　『服用メディアの違いによる薬物の消化管吸収性の変化について』

　大阪薬科大学臨床薬学教育研究センター
岩永 一範 教授

　会場： TKP ガーデンシティ PREMIUM大阪駅前
　会費 ： 同窓会員：無料　　それ以外の方：2,000 円

第２部 13:00 ～ 15:00 青年局大会（懇親会）
　会場： Chandelier Table 阪急うめだ本店
　会費： 5,000 円

本講演会は日本薬剤師研修センターの研修認定１単位を取得できます。
単位をご希望の方は 9月 22 日 ( 日 ) までに青年局のホームページ (http://daiyaku.
net) からご連絡ください。
左記QRコードから青年局ホームページに移る事が出来ます。学外の方ご参加も歓迎い
たします。
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告 知

大薬祭実行委員長　石原 理沙
拝啓　秋晴の候、みなさまにおかれましては、益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。
また、日頃は私たち学生の活動にご理解とご協力を賜り心より感謝申し上げます。
さて、本年度も大阪薬科大学祭を11月2日（土）、3日（日）に開催する運びとなりました。開催にあたり、大阪薬科大学同窓

会の皆さまには、多大なるご支援を賜りお礼申し上げます。
本年度の大薬祭は令和最初の大薬祭です。そこで今年のテーマはHarmonyとしました。令和の意味を英語で説明する際、

「Beautiful Harmony」＝美しい調和という趣旨だと伝えるよう外務省が発表しました。令和元年に開催する記念すべき第
54回大薬祭で、スタッフー同の力が美しく調和し、来てくださった方々、そして私たち学生の心に残るものにしたいという思
いを込め、これをテーマにいたしました。
本年度のイベントもこれまでと同じく盛りだくさんなプログラムを準備しております。実行委員それぞれがテーマに添い、

各担当部署が横断的に連絡を取り合い、準備を進めてまいりました。
今年のイベント企画の中には、注目いただきたい新しい取り組みもございます。それは、二年後の大阪医科大学との大学

統合に向け、合同カリキュラムの実施や学生同士の交流が始まるなど、少しずつ統合に向けた動きを感じる中、大学祭におい
ても何かを進めることができないかとスタッフー同で検討し、大阪医科大学学友会にご協力を賜り、共同企画のイベントを実
施します。
これまで先輩方が築き上げてこられたものや大薬祭の伝統を守りつつ、こうした新しい活動も織り交ぜ、本学の学園祭を

益々充実させてまいりたい所存です。
つきましては、皆さまお誘い合わせの上、数多くの方々にご来場賜りますと幸いに存じます。
末筆ながら、大阪薬科大学同窓会の益々のご発展を祈念申し上げますとともに、今後ともなにとぞご支援、ご協力のほどよ

ろしくお願い申し上げます。
敬具

記

1. 日　時  令和元年11月2日（土）、3日（日）　10時00分～19時00分（模擬店のみ16時00分まで）
2. 場　所 大阪薬科大学キャンパス内
3. 主なイベント内容 「俳優によるトークショー」「大人気芸人による漫才」「DANCE BATTLE 2019」「薔薇祭」
   「薬用植物園見学会」「フリーマーケット」「（大阪医大学友会共同企画）」
   ※概要については、別記
4. お願い ご来場の際には、電車・バスをご利用下さいますよう、お願い致します。
  大学付近への駐車は、近隣住民の方のご迷惑となりますので、ご遠慮ください。また、学内は全面禁煙
  ですのでご理解ご協力をお願い致します。

以上

第54回 大薬祭

イベント概要 ※プログラムや企画内容については、あくまで予定であり変更になる場合があります。

「俳優によるトークショー」
今年度はNHKの朝ドラや月9ドラマにも出演した大人気俳優の方にトークショ一をしていただきます。普段テレ
ビなどでは見ることが出来ない姿や貴重なお話を伺えるかもしれません。

「大人気芸人による漫才」
今年度も大人気芸人の方々にお越し頂き、漫才を披露して頂きます。野外ステージで開催され、どなたでもご覧
になることが可能です。例年とても盛り上がりをみせるイベントとなっています。

「DANCE BATTLE 2019」
今年も学内外からダンスチームでダンスバトルを行います。大薬の学生だけでなく、地域の子供達の参加もあり
見応えがある人気のイベントです。

「薔薇祭」
各クラブの男子による大薬祭の名物イベントです。抱腹絶倒すること間違いなしの内容で、時に烏肌を立たせる
ほどのダンスを披露するクラブもあります。その一生懸命な姿はとても感動的です。

「薬用植物園見学会」
大薬が誇る薬用植物園をゆっくりと見学できるこのイベントは毎年の大人気企画です。なかなか見ることのでき
ない植物もあり、この見学会を楽しみに毎年来られる方もいらっしゃいます。

「フリーマーケット」
毎年、地域の方のご協力のもと大盛況となっているフリーマーケットです。今年度も多くの方々に参加していただ
いています。
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母校と同窓会が協力して同窓生（卒業生）への求職・求人をサポートします！
登録求人数は現在170件です。

利用登録して、一度試してみませんか？

TOPICS

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
院などの求職をお考えの方は、是非ご利用ください。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）へ紹介す
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。会費納入のご協力をお願いします。）

求職手順のご案内（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、学校 ID、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。

求人手順のご案内（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　( 書式は任意です )　②求人有効期間　③勤務地　など
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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研究室紹介　―その41―

左から順に
准教授　細畑 圭子、教授　岩永 一範、
教授　　中村 敏明、教授　中村 任、
准教授　角山 香織、講師　内田 まやこ、
助手　　音窪 麻衣

臨床薬学教育研究センターは、これからの社会において、活躍で
きる薬剤師教育の提供を目指しています。臨床の様々な課題に対
し、高い生命倫理観と薬学専門知識、更には研究的思考能力を発揮
して薬学的観点からの解決に導かなくてはなりません。そのため、教
育における最先端の手法および評価方法の研究、常に臨床との繋が
りを意識した臨床研究に取り組んでいます。
また、2019年度より臨床実践薬学部門をセンターに統合するこ

とで、臨床導入学習がより効果的に実施できるようになりました。さ
らに、薬局・病院実務実習では、今年度より薬局・病院をグループ化
し、教員の定期的派遣や施設訪問を行うことで学生指導を効率的に
実施できるよう、実習体制を再構築しました。

具体的な研究内容
（1）服用メディアによる薬物の消化管吸収変動機構の解析
医薬品を服用する際は、水またはお湯以外の様々な飲料が用い

られています。これまでに緑茶やフルーツジュースなどで服用した
際に薬によっては、消化管吸収性が顕著に低下する可能性がありま
す。現在、より安全な薬物療法を行うため、各飲料中の物質と医薬品
間に生じる相互作用について詳細な検討を進めており、相互作用回
避のための注意喚起、啓発活動に繋げていく予定です。

（2）循環器疾患薬物療法ならびに癌化学療法の有効性と安全性に
対するバイオマーカーの探索と臨床評価
薬物の効果や副作用の発現は、その薬物の血中濃度と関連する

ことも多く、それらの発現予測を行う上で薬物体内動態を規定する
因子を解明することは重要です。現在、循環器疾患と癌の領域を中
心に薬物動態の個体差の原因となる因子の解析を進めており、得ら
れた研究成果を臨床に還元することによって薬物療法をより効果的
で安全なものにすることを目指しています。

（3）医薬品情報学的アプローチによる薬物療法のリスク最小化研究
薬物療法において、時に望ましくない反応が起きることがありま

す。これを可能な限り回避するためには、安全性の高い医薬品の開
発に加え、有効性・安全性を高めた使い方をする必要があると考え
ています。市販後の日常診療から得られる様々な情報をデータベー
ス化し、解析することでリスク情報を抽出し、安全対策に役立てるこ
とを目指しています。
また、超高齢社会が抱える問題に対して、実際にコミュニティに出

て問題を抽出し、地域の様々な職種と協力し合って解決策を模索す
る中から、これからの薬剤師がどのように関わるべきかについて研
究しています。

（4）医療データベースを用いた医薬品の安全性評価
医療現場では日々様々な薬物療法が行われており、医薬品の使

用状況や有害事象の発現状況など種々雑多な情報が蓄積されてい
ます。そのような膨大な情報から、医薬品の安全性確保に有用な新
たな情報を創出することを目指して研究を実施しています。小児、高
齢者や各種臓器障害合併患者における有害事象、あるいは生命を脅
かすまでには至らないものの患者さんのQOLの著しい低下を招く
ような有害事象に注目し、適正使用のための新たな情報を発信して
きました。さらに、得られた情報を活用できる形に加工して、実際に
医療現場で医療者や患者さんに情報提供を行い、副作用の早期発
見、早期対応につなげたいと考えています。

（5）薬物有害反応の軽減を目指した臨床薬理学研究
薬物には臨床開発時あるいは一般臨床での使用中に重篤な有害

反応をきたし、開発中止や販売中止になるものがあります。このよう
な薬物を早期に見出し、より高い安全性を確保することを目指したト
キシコゲノミクス研究および臨床薬理学研究が大きな注目を集めて
います。このような背景のもと、より有効で安全な合理的薬物治療へ
のエビデンスを構築すべく基礎研究で見出した成果を臨床で展開し
ています。

（6）がん化学療法における副作用対策
抗がん剤による治療は、高い効果が期待できる一方で、その副作

用対策を含む安全管理は薬剤師が担う基本業務となっています。例
えば、悪心・嘔吐は、化学療法に伴う副作用で患者が最も辛いと感じ
る症状の一つです。多種多様なレジメン毎に最適と考えられる制吐
薬と投与スケジュールを医師に提案し、有用性と安全性を検証して
きました。今後もこのような支持療法の臨床研究を継続し発展させ
ていきたいと考えています。この一連の研究は学生が臨床現場で発
生する課題を解決に導くスキルを身に付け、将来薬剤師として医療
スタッフと連携し、より専門性の高いチーム医療を展開していくうえ
でも有用と思われます。研究を通して、薬剤師の貢献が大きいこと
を、薬学的視点から示していきたいと考えています。

「臨床実践薬学教育部門」左から順に
教授(特任) 神林 祐子、教授(特任) 井上 薫、
教授(特任) 金 美惠子、教授(特任) 和田 恭一、
教授(特任) 脇條 康哲、教授(特任) 小森 勝也、
教授(特任) 岡田 博、助教　羽田 理恵

臨床薬学教育研究センター
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令和元年度大阪薬科大学同窓会研究助成を
拝受して

生体分析学研究室 助教　近藤 直哉
この度、「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」というテーマ

で令和元年度同窓会研究助成を賜りました。同

窓会の皆様ならびに選考委員の諸先生方に厚く

御礼申し上げます。

私は平成22年に京都大学薬学部を卒業後、平

成27年に博士後期課程修了まで京都大学大学

院薬学研究科に在学し、国立循環器病研究セン

ター研究所の研究員を経て、平成30年8月より

本学の生体分析学研究室（天滿 敬 教授）の助

教として着任致しました。自身の主な研究テー

マとしては、学生時代より現在まで、核医学診断

用の薬剤開発を行っています。核医学診断とは、

18F-FDGを用いたがんのPET検査に代表され

る、放射性同位元素を用いた画像診断法であり、

私は、よりよい画像診断を可能とする薬剤開発の

研究を日々行っています。本学に着任後は、ホウ

素中性子捕捉療法（BNCT）に用いる薬剤開発

にも注力しており、今回助成頂いた研究は、この

BNCTに関するテーマとなります。

BNCTとは、ホウ素（10B）と熱中性子の核反

応によって放出されるヘリウム核（α線）とリチウ

ム核によってがん細胞を破壊する治療法です。α

線とリチウム核の飛程は数μmと短く、がんに選

択的、かつ十分量集積するホウ素化合物があれ

ば、これを投与後に中性子を照射することで、が

ん細胞だけを破壊することが可能となります。す

なわち、がんに高効率かつ高選択的に集積する

ホウ素含有薬剤の開発は、BNCT治療効果に直

結することとなります。

現状、BNCT領域において薬剤開発が遅れて

おり、臨床で使用される薬剤のうち、がん選択

的に集積する薬剤はp-boronophenylalanine 

(p-BPA)というたった１つの薬剤に限られていま

す。p-BPAは30年以上前に開発された薬剤であ

り、がん特異的トランスポーター（LAT1）を介し

てがんに送達されますが、LAT1を介して更に効

率的にがんに送達されるようp-BPAの構造を最

適化できると私は考えています。

本研究テーマでは、令和元年度という節目

に助成を頂きましたので、昭和生まれの薬剤

p-BPAに対して、LAT1との構造活性相関を活用

することで構造を最適化し、現状より高効率にが

んに取り込まれ、高性能を示す、新時代のBNCT

用薬剤の開発を推進したいと考えています。

現在、4回生、5回生の学生4人が本研究テーマ

を担当しています。皆非常に熱心に研究に取組ん

でくれており、新規ホウ素化合物の合成完了まで

研究が進捗しています。今後、実際にこの化合物

ががん細胞特異的に取り込まれるかについて、細

胞実験や、がんを移植した動物を用いた体内動

態評価を行い、性能評価をしていきたいと考えて

います。

今回、同窓会より賜りました研究助成につき

まして、研究・教育の充実のために有意義に使用

し、本学の発展さらには薬学の発展に貢献した

いと考えています。今後ともご指導ご鞭撻のほど

よろしくお願い申し上げます。
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退職に際して

私は、大阪薬科大学卒業後（1977）、名古屋市立
大学大学院薬学研究科博士課程を修了（1982）、さ
らに本学で１年間研究生をした後、1983年4月に本
学の栗原拓史先生の薬品製造学教室の助手に採用
されました。それ以降、2年間の米国留学を挟んで
本年3月末の定年退職まで本学に奉職しました。
この間の約35年を振り返ると、授業や様々な委

員会の役職をこなしてきましたが、私の意識のほと
んどは研究活動に向いていました。自らの科学的
素質を顧みず、なんとか自分なりに「新しい有機合
成反応の開発とその応用研究」に取り組んできまし
た。そうした日々を過ごすことが出来たのは、恩師
の先生方の暖かい指導、研究室の同僚、特別実習
学生、大学院生の皆さん、国内外の多くの共同研究
者、大学の身近な友人達のご理解とご協力のおかげ
でした。また、休日にも大学に出る事を許してくれた
家族に感謝しています。
試行錯誤と暗中模索の旅を歩く中で、140編ほど

の論文を書くことが出来ました。それらの多くは、
いずれ忘れ去られるのですが、その中でも歴史的評
価に耐えうる研究がいくつあるかは今後の推移を待
たねばなりません。幸運にも、本年3月の日本薬学
会139年会（千葉）で2019年度日本薬学会学術貢
献賞を受けることが出来ました（写真1）。受賞題目
は、「ヘテロ重原子の特性を生かした新規合成反応
の開発とその機能性分子合成への活用」です。ここ
で言うヘテロ重原子とは、周期律表の第３周期以降
のリン、硫黄、ケイ素、セレン、スズを指してしていま
す。その研究の全容は受賞記念総説として、日本薬
学会のChem. Pharm. Bull. 誌の12月号か来年の１
月号巻頭に掲載される予定です。
米国留学や海外の大学との共同研究を通じて

多くの外国の研究者と親しくなりました。特に、
Zheng-yun Zhao 博士（スコットランド）とは、20
年程前の彼からのRNA触媒の化学的研究の提案を
受け多くの研究成果をあげました。また、メールで

彼に自分の研究上の行き詰まりを嘆いたり、お互い
の子供達の様子などもよく話しました。さらに、互
に訪問しあい、今も変わらぬ交際をしています。研
究の出会いは、まさに one of best international 
friends との出会いでもありました（写真2）。
今思えば、在職中は、嫌な思いや困難な時期も確

かにありましたが、そんな事より嬉しかった研究成
果の発表や大切な友人達との日々を強く思い出し
ます。一方、日進月歩の先端技術とは別に「過去の
こと、内面的なもの」あるいは「西洋文明の影響を
受けていない頃の日本人がどのようなものであった
か」に関心がありました。それで、3年前から古流の
剣術を習うようになり、江戸時代初期に完成した刀
法を修練しています。自分の道を自由に歩むことの
出来るこれから、今まで多忙で出来なかった事や家
族との時間を大切にしたいと思っています。

有機薬化学研究室　春沢 信哉（S52）

（写真1）受賞講演後、研究室の皆さんと（左から3人目筆
者、2019/3.21、幕張メッセ国際会議場にて）

（写真2）Zheng-yun Zhao 博士と（2014/6.23、エジ
ンバラのホリールード公園で）
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母校だより

第４回サテライトセミナー
開催日時 ： 10月６日（日）　10:00～14:30
開催場所 ： 大阪薬科大学　Ｄ棟セミナー室
講 師 ： 大阪薬科大学　薬学教育研究センター

教授　宮崎　誠 先生 他
テーマ ：「今一度！薬物動態の基礎＋α」
定 員 ： 約20名
受講料 ： 3,000円（昼食代込み）
単 位 ： 日本薬剤師研修センター　2単位　

大阪府薬剤師会　５単位

第５回サテライトセミナー
開催日時 ： 10月27日（日）　10:00～14:30
開催場所 ： 大阪薬科大学　Ｄ棟セミナー室
講 師 ： 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 先生 他
テーマ ：「薬剤師が知っておきたい末梢神経障害のエッセンス」
定 員 ： 約20名
受講料 ： 3,000円（昼食代込み）
単 位 ： 日本薬剤師研修センター　2単位　　

大阪府薬剤師会　５単位

2019年度 大阪薬科大学
生涯学習プログラム

  2020年度 大阪薬科大学 入試概要
　

入 試 種 別 帰国生徒特別選抜入試 指定校制推薦入試 公募制推薦入試

募 集 人 員 若干名 40名 90名

出 願 期 間 2019年10月21日(月)～ 
2019年10月25日(金)消印有効

2019年10月 31日(木)～
2019年11月 5日(火)消印有効

2019年10月28日(月)～
2019年11月 5日(火)消印有効

入 学 試 験 日 2019年11月10日(日) 2019年11月10日(日) 2019年11月10日(日)

合格者発表日 2019年11月19日(火) 2019年11月19日(火) 2019年11月19日(火)
入 学 手 続
締 切 日 ＜一括＞2019年12月16日(月) ＜一括＞2019年12月16日(月) ＜1次＞2019年11月27日(水)

＜2次＞2019年12月16日(月)

試 験 場 本学 本学 本学 ・ 岡山

選 考 内 容

配点 ・ 時間 

適性確認
【理科】 100点／75分
化学(化学基礎、化学)
生物(生物基礎、生物) から
1科目を選択する

【外国語】 75点／60分
コミュニケーション英語Ⅰ
コミュニケーション英語Ⅱ
コミュニケーション英語Ⅲ
英語表現Ⅰ
英語表現Ⅱ

【数学】 75点／60分
数学I 
数学II
数学A
数学B(数列、ベクトル）

【面　接】
学習意欲、日本語能力を確認する
薬学を修める上で必要な分野を
試問する

適性確認
【理科】 100点／75分
化学(化学基礎、化学)
生物(生物基礎、生物) から
1科目を選択する

【外国語】 75点／60分
コミュニケーション英語Ⅰ
コミュニケーション英語Ⅱ
コミュニケーション英語Ⅲ
英語表現Ⅰ
英語表現Ⅱ

【数学】 75点／60分
数学I 
数学II
数学A
数学B(数列、ベクトル）

【調査書】 25点
全体の評定平均値

入 学 検 定 料 35,000円 35,000円 35,000円 

備 　 考 専願制 専願制/2020年3月卒業見込者
に限る

併願可/全体評定平均値3.2以上
の者/2020年3月卒業見込者及
び2019年3月卒業者
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母校だより

一般入試 Ａ 一般入試 Ｂ センター試験利用入試

100名 50名 14名
2020年1月 6日(月)～
2020年1月23日(木)消印有効

2020年1月 6日(月)～
2020年2月 3日(月)消印有効

2020年1月 6日(月)～
2020年1月21日(火)消印有効

2020年2月 1日(土) 2020年2月 9日(日) 2020年1月18日(土)
2020年1月19日(日)

2020年2月 7日(金) 2020年2月15日(土) 2020年2月15日(土)
＜1次＞2020年2月17日(月)
＜2次＞2020年3月16日(月)

＜1次＞2020年2月25日(火)
＜2次＞2020年3月16日(月)

＜1次＞2020年2月25日(火)
＜2次＞2020年3月16日(月)

本学・大阪市内
広島・高松・福岡

本学 ・大阪市内・名古屋
広島・高松・福岡 ─

【理科】 150点／90分
化学(化学基礎、化学)
生物(生物基礎、生物) から
1科目を選択する

【外国語】 100点／75分
コミュニケーション英語Ⅰ
コミュニケーション英語Ⅱ
コミュニケーション英語Ⅲ
英語表現Ⅰ
英語表現Ⅱ

【数学】 100点／75分
数学I 
数学II
数学A
数学B(数列、ベクトル）

【理科】 100点／75分
化学(化学基礎、化学)
生物(生物基礎、生物) から
1科目を選択する

【外国語】 100点／75分
コミュニケーション英語Ⅰ
コミュニケーション英語Ⅱ
コミュニケーション英語Ⅲ
英語表現Ⅰ
英語表現Ⅱ

【数学】 100点／75分
数学I
数学II
数学A
数学B（数列、ベクトル）

【センター理科】 200点
化学(必須)
生物、物理から
1科目を選択する 

【センター外国語】 200点
英語(リスニングを含む) 

※記述式(200点満点)とリスニング(50
点満点)の合計得点を200点満点に
換算する 

【センター数学】 200点
数学I・数学A (100点)
数学II・数学B(100点)

35,000円 35,000円 20,000円

本学の個別学力検査等は実施しない

第３回薬剤師のためのフィジカルアセスメ
ントセミナー（ベーシック編）

開催日時 ： 11月10日（日）　10:00～13:00
開催場所 ： 大阪薬科大学　Ｄ棟セミナー室
講 師 ： 大阪薬科大学　循環病態治療学研究室

教授　林　哲也 先生
定 員 ： 約10名
受講料 ： 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

薬剤師のためのフィジカルアセスメント
セミナー（アドバンスト編）

開催日時 ：［第２回］10月13日（日）　10:00～13:00
［第3回］1月12日（日）　10:00～13:00

開催場所 ： 大阪薬科大学　Ｄ棟セミナー室
講 師 ： 大阪薬科大学　循環病態治療学研究室

教授　林　哲也 先生
定 員 ： 約10名
受講料 ： 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

第83回公開教育講座
開催日時 ： 11月23日（土）　13:30～17:00
開催場所 ： 新大阪丸ビル別館（大阪市東淀川区東中島1-18-22）
テーマ ：「薬学実務実習における取組みと評価のあり方につ

いて」
テーマ ：「改訂モデルコアカリキュラムで目指した学習成果

基盤型教育とパフォーマンス評価 ーなぜルーブリッ
ク評価なのかー」

講 師 ： 大阪薬科大学　薬学教育研究センター
准教授　佐藤卓史 先生

テーマ ：「学習成果基盤型教育における薬系大学の取り組み 
～大学教育から生涯研鑽まで～」

講 師 ： 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 先生

定 員 ： 約300名
受講料 ： 3,000円（本学卒業生2,000円）
単 位 ： 日本薬剤師研修センター ２単位 ／ 大阪府薬剤師会 ５単位

大阪府病院薬剤師会 1.5単位
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母校だより

サンスター・大阪薬科大学共同セミナー
開催日時 ： 11月24日（日）　10:00～16:00
開催場所 ： 関西大学梅田キャンパス（大阪市北区鶴野町１番５号）
テーマ ：「オーラルフレイルと口腔ケア指導」
講 師 ： サンスター株式会社

「オーラルフレイル予防セミナー（仮）と資材を用いた
実技指導」
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 先生
口腔粘膜炎に関するSGD
「がん化学療法中の口腔粘膜炎をどう予防し、どう対
処する？」

定 員 ： 約30名
受講料 ： 3,000円（昼食代込み）
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）

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
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

第48回大阪薬科大学市民講座
『目を大切に！子どもから大人まで－身近な眼の病気とお
薬について－』
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

：「全身疾患と眼～目は体の鏡です～」
　高槻赤十字病院　眼科部長　植木　麻理　氏
「目薬を正しく使って健やかな瞳に」
　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

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/

2019年度 大阪薬科大学
市民講座（開催済み）
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母校だより

平成30年度卒業生の進路・就職状況と、
令和元年度卒業予定者の就職動向について

キャリアサポート部長　教授　福永 理己郎
同窓会の皆様方におかれましては、本学学生の実務実
習や就職において平素より多大なご支援とご指導をいた
だき、誠にありがとうございます。本学ではこれまで、病
院薬剤師、薬局薬剤師、薬業関連企業、公務員、教職員
など幅広い分野で活躍する多くの卒業生を輩出して参り
ました。これは、学生達が日々の勉学に励み就職活動に
努力した結果であるとともに、同窓会諸先輩方の実社会
でのご活躍と暖かいご支援の賜物であります。ここに厚
く御礼申し上げます。

平成30年度の卒業生の３月時点での内定率は97.2％
でしたが，国家試験の結果を経た最終的な内定率は
92.6％（円グラフ）となりました。その内訳は、薬局薬
剤師51.8％、病院薬剤師（国公立などを含む）22.1％、
薬業関連企業18.4％、病院研修生0.3％、公務員行政職
7.0％、大学院進学者0.3％でした。3年前までは、病院
と薬局が共に３割強、企業が24％前後、公務員行政職
が5％前後という傾向が続いておりましたが、最近は薬
局の割合が増加して企業および病院への就職者が減少
しており，本年度の６年次生においても昨年度と同様の
傾向と思われます。この傾向は本学だけでなく，全国の
薬科大学・薬学部でも同様です。その要因としては、広
域展開の調剤薬局チェーンやドラッグストアチェーンの
隆盛によって新卒薬剤師の求人が伸び続けていること，
また，これらの大手企業の中には高額の初任給を提示す

る所もあり，卒業後に奨学金の返済を抱える学生にとっ
て大きな魅力となっていることなどが挙げられます。新
卒薬剤師の進路の偏りは多くの病院における薬剤師不
足を助長する要因となっており，進路先のバランスがと
れるよう努めていきたいと考えております。

さて、昨年の同窓会報でも申し上げましたが，同窓会
とキャリアサポート課の協力によって，（株）ディスコの
大学向けクラウドサービス「キャリタスUC」を利用し
て，本学の既卒者向け就職関連情報WEBサイトを運用
しております。このサイトは、本学の同窓会員であれば
どなたでも無料で登録・利用することが可能です。既卒
者向けの薬剤師求人情報を検索していただいたり、ま
た逆に、同窓生の方が経営される薬局や勤務先病院の
既卒者向け求人情報を発信したりできます。使い方が
本誌22ページに掲載されておりますので、興味のある
方は是非ご一読ください。

他の記事でご覧の通り，本学は2021年4月より大阪医
科大学と統合して「大阪医科薬科大学（仮称）」となり，
医療系総合大学の薬学部として新たな一歩を踏み出し
ます。薬学部のキャリア支援体制は医学部や看護学部
と異なる部分が大きいことから，統合後も当面は現在の
キャリアサポート課が薬学部キャリア支援部署として機
能することになります。卒業生の就職に対する大学統合
の影響について質問を受けることもありますが，今般の
大学統合が本学学生の就職にマイナスの影響を与える
心配は全くないと考えております。むしろ，薬学部と医
学部・看護学部との連携による医療人教育が充実する
ことで，社会からの評価やブランドイメージが向上し、就
職にもよい影響を及ぼすものと期待しております。

学生が志望進路を決定する上でも就職活動を進める
上でも、諸先輩方の活躍されるお姿が大きな励みとな
り支えとなります。同窓会の皆様方におかれましては、
大学統合後も引き続き本学学生に対するご指導とご支
援を賜りますよう、何とぞ宜しくお願い申し上げます。
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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

支部 卒業年 氏名 同窓会・役
関 東 支 部 S44 西　 岡　 俊 治 郎 支部長 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
京 都 府 支 部 S41 中　 嶋　 一　 郎 支部長 支部幹事
兵 庫 県 支 部 S54 白　 神　 真 百 合 支部幹事
奈 良 県 支 部 S52 小　 原　 喜　 博 支部長 支部幹事
和 歌 山 県 支 部 S46 田　 中　 康　 裕 支部長 支部幹事
岡 山 県 支 部 S45 森　 本　　　 宏 支部幹事
鳥 取 県 支 部 S51 大　 坪　 卓　 弥 支部長 支部幹事
広 島 県 支 部 S56 金　 好　 康　 隆 支部長 支部幹事
山 口 県 支 部 S62 猪　 熊　 健　 二 支部幹事
香 川 県 支 部 S48 木　 村　 英　 明 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
九 州 支 部 S51 嶋　 戸　 尚　 史 支部幹事
近畿国立病院機構支部 H4 河　 合　　　 実 支部幹事

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

卒業年 氏　名

S45

武　 枝　 敏　 之
安　 田　 正　 秀
小　 田　 早　 苗
佐々木　紗代子

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

卒業年 氏　名

S55

越　 智　 武　 洋
保　 良　 友　 彦
松　 本　 利　 行
友　 恵　 希 代 子

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
木　 元　 貴　 祥
城　 阪　 郁　 江
橋　 本　 智　 之

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

支部幹事リスト

（平成31年 9月現在）

（平成 31年 9月現在）
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物 故 者 　 謹んでご冥福をお祈り申し上げます　（2019年 4月 1日～ 2019年 8月 27日お届け分）
卒業年度 氏名 旧姓
D 玉　田　茂　成
S7 藤　田　美　都
S8 本　田　喜美恵 河合
S10 横　山　雅　子
S11 河　口　すま子
S13 霜　上　一二三
S13 前　田　きぬ子 正路
S13 森　上　良　子 題府
S14 笹　山　千栄子
S14 松　村　美　代 嶋田
S14 赤　池　房　恵 宮田
S14 加　藤　公仁子
S15 井　上　千代子 北本
S16/12 天　野　栄　子
S16/12 山　下　弘　子 金村
S16/12 木　下　千枝子 土谷
S16/12 松　本　初　枝
S17 白　石　美　佐 三浦
S17 柳　瀬　智恵子 唐妻
S17 氏　永　英　子 田添
S17 酒　井　久　子
S18 北　村　操　子 石本
S18 浅野間　利　江 辻
S19 野　呂　きよ子 浜野
S19 櫃　本　美代子
S19 坪　井　幸　子 近藤

卒業年度 氏名 旧姓
S19 城　本　美寿恵
S20 佐々本　伸　子 市原
S20 長谷川　美　代 佐々木
S20 若　井　泰　子
S20 柳　崎　文　子 木部
S21 神　崎　美智子
S21 松　本　明　子
S21 西　出　傅　子
S21 浅　山　ア　ヤ 崎山
S22 東　　　カヨ子 染川
S22 福　永　經　子
S22 水　野　町　代
S22 長　岡　和　美 宮西
S23 桜　井　ツ　ヤ 武内
S23 平　野　和　子 石垣
S23 内　田　典　子 佐能
S23 能　登　冨美子 高谷
S23 戸　谷　啓　子
S24 市　川　啓　子 佐藤
S24 隅　田　浩　子 吉本
S24 北　村　富美子 切本
S25 川　畑　和　子 阿部
S25 出　原　信　榮 出原
S25 伊　藤　エ　ツ 伊藤
S25 蓮　池　日出子 並川
S25 遠　坂　和　子

卒業年度 氏名 旧姓
S25 尾　前　ノブ子 岡
S25 辻　　　桂　子 辻
S25 藤　原　京　子 谷本
S25 鳥　羽　民　子 梅田
S25 内　山　百合子 吉野
S25 篠　崎　幸　恵 矢野
S26 木　原　洋　子 長谷川
S27 城　野　愃　次 岡田
S27 鵜　飼　成　子 相沢
S29 藤　田　繁　政
S29 梶　川　益　美
S29 安　田　作七郎
S29 木　本　チサト
S30 仲　田　欽　一
S30 折　本　良　栄
S30 豊　浜　　　浩
S30 小　林　節　子
S30 石　井　昌　子 森脇
S31 広　野　芳　男
S31 能　瀬　嘉　信
S31 緒　方　義　一
S31 田　中　涼　一
S31 西　邨　　　享
S32 松　谷　俊　彦
S32 鈴　木　俊　江 小原
S32 木　村　　　茂

卒業年度 氏名 旧姓
S34 榎　坂　慎　一
S34 伊　藤　千恵子 岡田
S36 大　谷　弘　幸
S36 塩　川　俊　男
S36 高　村　正　義
S36 竹　本　好　男
S37 河原﨑　弘　子 舟引
S37 和　佐　千　恵 河原
S38 加賀山　　　傑
S38 武　田　譲　治
S38 斉　藤　絋　子 森増
S40 小　山　幸　世 山田
S44 楠　本　　　真
S44 中　田　陽　子 辻野
S45 高　橋　京　子 島崎
S46 徳　山　利　夫
S47 杉　本　孝　記 金岡
S47 和　田　正　子 加藤
S50 佐　野　博　之
S56 江　上　典　孝
S56 小　園　俊　治
S57 上　嶋　泰　子 寺井
S58 肥　塚　育　子
S58 渡　口　久　子 大坪
H4 藤　川　博　之

故 西川殷維氏(S40)が叙位・叙勲を受けられました
2019 年 2 月 28 日にご逝去された元鹿児島大学名誉教授の西川殷維氏
(S40) に対し、2019 年 3 月 29 日に叙位・叙勲が閣議決定され、正四位・
瑞宝中綬章を叙されましたので、謹んでお知らせいたします。
西川殷維氏のご冥福を心よりお祈り申し上げます。

2019年春の叙勲において受章されました
2019 年春の叙勲において坂東源司氏（元和歌山県薬剤師会副会長・
S47）が旭日双光章を受章されました。

同窓会会員一同、心よりお祝い申し上げます

重要なお知らせ
臨時幹事会（卒業生評議員の選挙）は令和元年１２月２２日（日）に変更になりました。
なお、確定立候補者の関係書類は、１２月1日開催の役員会後に幹事の皆様方へ
郵送いたします。ご了承ください。
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● 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。

私事で恐縮ですが、会報誌第87号の時よ
り広報委員をさせていただきました。引きつ

いだ当初より、財政状況が芳しくなく、秋号は同窓会費納入者にしか送れ
ない状況となり、それが今も続いています。会計状況を少しでも改善でき
るように、若手の同窓会費納入に対する意識改革の意味合いもあり、青
年局の立ち上げに参加しました。青年局は年一回の学術講演会と総会を
開いています。また、前納の切れる卒後10年の代を中心にクラス会開催
のお手伝いや会費納入の呼びかけなども行っています。その後、会報誌
第93号より今97号までの計5回、編集委員長を務めさせていただきまし
た。少しでも安価で良いものを作りたいとの思いと、以前までの印刷業
者さんの引退も重なり、新しい印刷業者の方にお願いするようになりま

した。ただ私自身も、不慣れな部分が多く、伝達そごによるミス、確認不
足によるミス、思い込みによるミスなど一通りのミスはやってしまいまし
た。度々掲載ミスを起こしてしまい、大変申し訳なく思っております。大
変恐縮ではございますが、メールの場合、原稿はひとまとめにしていただ
けるとありがたいです。そんな中、広告代理店からの持ち込みで広告掲載
の話が舞い込んでまいりました。会計が少しでも助かるならと思い代理
店に間に入ってもらいましたが、なかなかうまく行かないものですね、皆
様お気づきの通り広告数は変わっておりません。他にも郵送料等の値上
げと闘いながら、送付方法を検討したり、色々手を加えてみましたが、い
かがでしたでしょうか。次期、広報委員会にはいろいろと見直していただ
きより良いものを作っていただければと願っています。　　　　 （米山）

編集後記
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大薬会報
広告掲載について

　大薬会報広告掲載に是非ご協力ください。本会報は
発行部数約１２,０００冊で、多くの会員と関係団体に
配布されております。主に企業様の広告を希望しており
ますが、代表者の方の卒業年やプロフィールなど掲載
可能です。想定していない業種の場合は役員会で諮っ
た上でご返答させていただきます。掲載料金等詳細に
関しましては、同窓会室までメールまたはFAX でお問
い合わせください。

重要なお知らせ
　2019年7月1日から日本薬剤師研修センターの研修受講シールを受領した方の氏名および薬剤師免許番号等を受講者
名簿として同センターに提出が義務付けられました。これら情報は、同窓会主催の研修会（ホームカミングデー講演、青年局
大会講演、学術講演会in東京）受講参加を照合するために使用いたします。
何卒、ご理解ご協力賜りますようお願い申し上げます。
1. 受講は事前申込のみとします。（締め切り厳守）
2. 申込の際に薬剤師免許番号を必ず記載してください。
3. 研修会受付時に本人確認のための書類（＊）を提示してください。 
＊薬剤師章、日薬会員証、その他運転免許証、保険証など。
  受講時に本人確認のできない場合や薬剤師免許番号が分からない場合、 受講シールは交付できません。

4. 申込後参加を取り消す場合は、同窓会室へご連絡ください。
大阪薬科大学同窓会室(TEL：072-690-1099)

5. 日本薬剤師研修センターより受講者名簿の提出が求められております。同センターに、受講申込に係る個人情報を提
供することについてご了承ください。なお、受講シールの交付が不要の方は1・2の必要はありませんので、受講者名簿
への記載および受講シールの発行はいたしません。

日本薬剤師研修センターの研修受講シール
受領時における薬剤師免許番号について
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