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■植物画：千 田 の ぶ こ（32回生）
（株）自然の薬箱　代表取締役

学生の頃、キンポウゲ科の植物には毒があると習ったが、日本でクリスマスローズと
いう素敵な呼び名で知られるこの植物も実は強心配糖体を含む有毒植物。学名の
Helleborusは、「Helenin＝殺す」と「bora＝食べ物」に由来する。江戸末期から
明治初期の頃にヨーロッパから薬用植物として伝来しているが、現在は専ら園芸植物
として多くの品種が楽しまれている。

◆ 公募制推薦入学試験（卒業生子女要項）◆

特 集 ： 地 域 医 療・保 健 活 動 に お け る 薬 剤 師 の 役 割
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Helleborus orientalis (Ranunculaceae) のガーデンハイブリッド
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名城大学薬学部同窓会

平成30年3月20日発行

日本薬学会138年会 in 金沢 

日　時　平成30年3月25日（日）18：00～
場　所　割烹　むら井
お申し込み・詳細は同窓会ホームページをご覧ください。

http://www.meijo-yaku-ob.jp/

名城大学薬学部同窓会懇親会 開催のお知らせ

詳細が決まりましたら同窓会ホームページに掲載いたします。

午後3時30分～

名古屋市中村区名駅4丁目3-25 詳細が決まりましたら、同窓会
ホームページに掲載します。

城薬31号　目　次

連絡先：名城大学薬学部同窓会事務局
TEL：052-837-0545　E-mail：soumu@meijo-yaku-ob.jp

第51回日本薬剤師会学術大会 in 金沢 

日　時　2018年9月23日（土・祝）

名城大学薬学部同窓会懇親会

＊詳細が決まりましたら同窓会ホームページに掲載します。
http://www.meijo-yaku-ob.jp/

同窓会事務局：〒468-8503　名古屋市天白区八事山150
　　　　　 　　FAX：052-837-0545
　　　　　 　　E-mail：joyakuob.jimukyoku@gmail.com

ホームページ：URL　http://www.meijo-yaku-ob.jp/
卒業生情報ページ　ユーザー名：joyaku27
　　　　　　　　　パスワード：hmcm60dy

※現在、事務局職員在中時間が不定期の為、連絡はFAXまたはメールでお願いいたします。

★★★同窓会事務局からのお知らせ★★★

～ 卒 業 生 の 皆 様 へ ～

平成30年度 代議員総会
日時：平成30年5月25日（土）

場所：ホテルキャッスルプラザ

本誌84頁から89頁に記載されております同窓会年会費の納入状況をご覧
いただき、添付の専用振込用紙で継続納入をお願い致します。

尚、年会費の有効期限が切れてしまいますと「城薬」が届かなくなりますの
でお早目のご納入をお願い致します。
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同窓会組織を活性化する為の
各種活動について

同窓会会長　青　木　 裕　幹（22 回生）

　名城大学薬学部同窓会会員の皆様におかれまして
は益々ご活躍の事とお慶び申し上げます。また、平
素から同窓会活動にご理解並びにご協力を賜りまし
て厚く御礼申し上げます。
　さて、名城大学薬学部同窓会では、一昨年より同
窓会組織改革委員会を発足し、将来の同窓会をより
活性化する為にはどのような取り組みが必要かを検
討して参りました。その結果として、同窓会組織改
革委員会より答申書が提出されましたが、その答申
の一つに、組織を強化する為に、薬学部同窓会と連
携できる組織を立ち上げることが提案されました。

（例えば、地区同窓会、クラブ同窓会、研究室同窓
会等）
　この提案を受け、先ず、活動休止状態にありまし
た、三河支部が２０１７年４月１６日（日）に総会を開催し、
新たに大橋均支部長が中心となり、再スタートをし
て頂きました。当日は、私自身は、あいにく怪我治
療のため出席できませんでしたが、成功裏に終了し
たことを報告させて頂きます。今後、更なる発展の
為に、同窓会活動の継続をお願いしたいと思います。
　次に、卒業生が多い愛知県内の尾張地区に、尾
張西支部が２０１７年９月１０日（日）に設立されました。
当日は、名城大学薬学部　平松正行薬学部長並びに
岩月進愛知県薬剤師会会長よりご祝辞を頂戴し、そ
の後の総会におきまして、近藤靖子支部長（２２回生）
始め５名の副支部長、理事、監事が選出され、近藤
支部長を中心とした尾張西支部が活動を開始しまし
た。更に、卒業生でもあります神戸市立医療センター
中央市民病院　院長補佐・薬剤部長の橋田　亨先生
から、「入院から外来、地域へと薬物療法をつなぐ」
の演題にてご講演を頂き、大盛況に終了することが
できました。支部設立にあたりまして、ご準備頂き
ました近藤支部長並びに準備委員会の皆様、及び橋
田亨先生に厚く御礼申し上げるとともに、当日ご参
加頂きました会員の皆様には、心より感謝申し上げ
ます。今後の、同窓会にとりまして、より強固な組

織作りの基礎となることを期待しています。
　一方、長野県支部につきましても設立を計画し、
長野県在住、在勤の約１００名の卒業生を対象として、
支部設立総会の案内を出しましたが、残念ながら参
加者が５名であったため、設立総会開催を中止しま
した。その後、本部役員と長野県在住、在勤の５名
の卒業生で、今後の支部設立についての打ち合わせ
を続けていますが、なかなか支部設立には困難な状
況であるようです。そこで当面は、卒業生の輪を少
しずつ広げていき、意見交換できる場所を提供して
いくための組織作りを目指すことと結論付けました。
今後、卒業生に呼びかけて意見交換会に賛同いただ
ける方を増やし、将来的には長野県在住、在勤者の
卒業生の半数程度に参加いただけるような組織に成
長させて行きたいと考えています。
　従来から実施している活動に関しましては、東京
都にて開催されました日本薬剤師会学術大会に合わ
せた同窓会を、２０１７年１０月８日（日）、１８時３０分より
ダイワロイネットホテル銀座２階、キッチンサルバ
トーレクオモ銀座にて開催致しました。当日は、向
井秀人関東支部長並びに関東支部の皆様のお蔭で、
１００名近い参加者があり、大盛況で終了することが
できました。平松薬学部長のご挨拶では大学の現況
が紹介され、母校になかなか顔を出せない卒業生に
とりましては、母校が発展している様子が分かり、
有意義な情報になったと思っています。
　最後に、第１４回城薬ゴルフコンペの開催について
ご報告させて頂きます。２０１７年１０月２９日（日）に三
重カンツリークラブにてゴルフコンペを開催する計
画で進めて参りましたが、２週続けての台風の襲来
の為、急遽、ゴルフコンペを中止とさせて頂きまし
た。当日は、雨と風による悪天候となり、実際には、
ちょうど帰宅時間帯の夕方に台風が東海地区に最接
近しましたので、退職されました高齢の先生方及び
参加者の皆様の身の安全を確保する為にも、ゴルフ
コンペの中止はやむを得なかったと考えております。
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次回の開催時には、皆様の再度のご参加をお願い申
し上げます。
　今年は、薬学部同窓会設立６０周年を迎える年とな
りました。６０年の歴史の重みを感じながら、次世代
に繋がる同窓会組織を構築する為に、卒業生が一堂
に会する６０周年記念事業を開催することを計画して
おります。詳細が決まり次第、ご案内させて頂きま

すので、皆様の奮ってのご参加をお願い申し上げま
す。
　私ども薬学部同窓会役員は、今後も一丸となって
同窓会会員の皆様と名城大学薬学部の発展に寄与で
きるよう、更に精進して参りたいと存じます。今後
とも皆様のご理解とご協力をお願い申し上げ、私の
挨拶とさせて頂きます。
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城薬卒業生の未来は何処に？

薬学部長　平　松　 正　行（24 回生）

　薬学部同窓生の皆様には、日頃より本学部の教育・
研究活動および卒業生に多くのご支援を賜り、厚く
御礼申し上げます。
　２０１７年春に実施された第１０２回の薬剤師国家試験
は、全国の新卒者合格率が８５．０６％と昨年度とほぼ
同程度の難易度となりました。本学部の新卒者合格
率は９７．６０％（全国６位、私学２位）と好成績だった
のですが、残念なことに今年度も多くの卒業延期者
が出てしまいました。低学年における基礎力が付い
ておらず、最後まで成績の伸び悩んだ学生が多くみ
られました。最近の出題傾向として、単に答えを暗
記するだけでは対応できない考えさせる問題が多く
出題され、国・公立大学の平均合格率（９３．３９％と
９２．６３％）が私立大学の平均合格率（８４．３３％）を大
きく上回っています。薬剤師になることにあまり
意欲を持っておらず、研究者養成に力を入れてきた
昔とは大きく異なり、新卒合格率トップ１０のうち５
校は国立大学です。これは、国公立大学が、卒業研
究だけでなく薬剤師国家試験対策にも力を入れ、考
える力を養う教育を実践していることも一因かと思
われます。考える力は、国家試験に合格するだけで
なく、就職してから、それぞれの現場において問題
点を洗い出し、解決してゆく能力の原動力にもなり、
卒業後の活躍にも繋がるものです。東海地域の薬剤
師の半数は城薬卒、幹部クラスの薬剤師も半数は城
薬卒と聞いていますが、近い将来、現場で活躍でき
る底力を持っていないと、伝統ある城薬卒の薬剤師
の活躍の場が少なくなってしまうのではないかと危
惧をしています。現在、薬剤師が行っている仕事も、
近い将来、多くのものが AI を活用したコンピュー
タやロボットに取って変わられます。AI で有害作
用や薬効予測も出来るようになるでしょう。その中
で生き残っている薬剤師に必要とされる知識・技能
は何でしょう？今の業務だけをこなしている薬剤師
は必要とされなくなり、薬剤師過剰時代には生き残
れなくなっていきます。しかし、コンピュータやロ
ボットでは判断できないことができ、国民の健康維
持、ひいては医療費削減にも貢献できるハイパー薬

剤師は、これからも必ず必要とされていると信じて
います。
　そこで、本学部としましても、卒業後に活躍出来
る能力が身に付くような教育を実践していきます。
そのためには、６年間の学生生活の中で、常に高い
モチベーションを維持できる教育プログラムを進め
ていかなければいけません。頼りにされる、かかり
つけ薬剤師になるためには、薬学的知識、技術ばか
りでなく、人間力、洞察力、コミュニケーション力
が必要で、大学には、こうした能力を持った地域医
療に貢献できる薬剤師の育成も求められています。
色々な垣根を越え、大学、病院、薬局、同窓会、薬
剤師会などが手を組んで、次世代の薬剤師を育成で
きればと考えています。ぜひ、ご助言、サポートな
ど宜しくお願い致します。気軽に将来の薬剤師を語
れる会も開催していきますので、興味のある方はご
連絡下さい。
　八事キャンパスは、教育研究棟である新２号館西
に引き続き、２０１５年春、５号館跡に、新たな講義棟

（約２０００名収容可能）として新３号館東が完成しまし
た。同窓生念願のベンゼン池も復活し、６号館跡は、
広い芝生広場になっています。名城大学開学１００周
年を迎える２０２６年までには、残りの体育館、学生実
習棟、研究棟が建て替えられ、さらに明るいキャン
パスに生まれ変わる予定です。ぜひ、母校を訪ねて
頂ければと思っています。
　２０１５年度から新たな改定版薬学モデルコアカリ
キュラムによる教育が始まり、２０１８年度２月からは、
いよいよ改定版の実務実習が始まります。これまで
の伝統ある臨床薬学教育の実績に基づき、患者を中
心とした医療における“薬の責任者”として適切な
薬物治療に貢献できる能力を醸成するため、さらに
色々なプログラムを取り入れ、卒業後の色々な現場
で、より高い評価を頂けるよう努めてまいります。
引き続き、同窓会の皆様の温かいご支援、ご理解を
引き続き宜しくお願い致しますとともに、一層のご
指導、ご鞭撻を賜りますよう、お願い申し上げます。



◇会　　場：名城大学薬学部　新1号館7階　ライフサイエンスホールおよび6階大会議室（変更の場合があります）

◇申し込み：〒468－8503　名古屋市天白区八事山150　名城大学薬学部卒後教育委員会
　　　　　　TEL 052－832－1151
◇問い合わせ先：早川　伸樹（内線2178：hayakan@meijo-u.ac.jp）　黒野　俊介（内線3354：kurono@meijo-u.ac.jp）

◇受講料（4日間、参考資料代含む）：［本学卒］8,000円（同窓会年会費2,000円を含む。但し同窓会費既納者は6,000円）
　　　　　　　　　　　　　　　　　［他大学卒］9,000円
　　　　　　　　　　  　　　　　　（１日だけの受講・分割受講は設定いたしません。あしからずご了承下さい。）

◇定　　員：350名（大会議室50名を含む。なお定員になり次第、締め切らせて頂きます）

◇申込方法：Webによる申し込みのみ受け付けております。当日の申込はありません。
　　　　　・名城大学薬学部同窓会ホームページ　下記URLよりアクセスしてお申し込み下さい。
　　　　　　URL  http://www.meijo-yaku-ob.jp/
　　　　　・名城大学薬学部のホームページの「社会活動」からも同窓会ホームページにリンクしております。
　　　　　・Webによる申し込み受付の完了後、受講料の振り込み方法についてメールでご連絡致します。

◇申込期間：平成30年3月22日（木）～5月8日（火）

◆受講された方には：１．日本薬剤師研修センター研修認定　3単位（申請中）
　　　　　　　　　　２．愛知県病院薬剤師会生涯教育認定　2.25単位（申請中）
　　　　　　　　　　３．希望される方には「卒後教育講座履修証」を交付（但し、2日以上受講した場合に限る）

卒　後　教　育　委　員　会
（薬学部･薬学部同窓会共催）

9：00～9：30 講演１（9：30～11：30）

5月13日

（日）

7月8日

（日）

薬剤師向け

学術ビデオ

薬剤師向け

学術ビデオ

在宅医療と総合診療（仮）

　藤田保健衛生大学医学部　豊田市・藤田保健衛生大
　学連携地域医療学　　  講師　大杉　泰弘　先生

薬局店頭におけるトリアージとOTC薬

　中北薬品株式会社　薬事管理本部薬事管理部
　北陸薬事情報室　　　室長　宮本　謙一　先生　　　　　　　　　　

講演２（11：30～13：30）

がん診療と漢方医学

　芝大門いまづクリニック
　　　　　　　　　　　　　　今津　嘉宏　先生

6月3日

（日）

薬剤師向け

学術ビデオ

English for pharmacists : why bother ?
薬剤師、なんでわざわざ英語勉強するの？
　名城大学薬学部　英語
　　　　　　　准教授　マーク　リバック　先生

不眠と過眠への対応を知る

　名古屋大学大学院医学系研究科　精神医学・親と
　子どもの心療学分野　　教授　尾崎　紀夫　先生

ロコモティブシンドロームの診断、治療とその
予防について
　弘前大学大学院医学研究科　整形外科学講座
　　　　　　　　　　　教授　石橋　恭之　先生

8月19日

（日）

薬剤師向け

学術ビデオ

虚血性心疾患の診断と治療 UPDATE

　藤田保健衛生大学医学部臨床検査科（循環器内科）
　　　　　　　　　　准教授　成瀬　寛之　先生　

保険薬局における抗菌薬適正使用に必要な知識と
グラム染色を活用した在宅医療への介入
　このみ薬局
　　　　　　　　　　　　　　瀧藤　重道　先生

本年度は下記の日程で開催いたします。「実技研修」は開催しません。

平成30年度 日程ご案内卒  後  教  育  講  座
★ 本年度も４回開催します ★

懇親会のご案内（主催：名城大学薬学部同窓会）－参加費は無料です
卒後教育講座最終日 8月19日（日）の講演終了後に、薬学部学内で同窓会の主催で懇親会を開催する予定です。皆様のご参加を
お待ちしています。

学内に駐車スペースが全くありません。公共交通機関をご利用下さい。

− 4 −
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同窓会会費（入会金）ご協力ありがとうございました

同窓会会費（入会金）納入のお礼

同窓会会長　青　木　裕　幹

平成29年 4月新入生及び在校生御父兄各位に同窓会会費の納
入をお願い致しました処、下記の方々から、早速のお払込みを
賜りました。
お礼旁々まずはご報告申し上げます。

平成 30年 1月

（平成29年12月31日現在）

◇お問合せ先　財務委員会　E-mail：zaimu@meijo-yaku-ob.jp　FAX 052-837-0545

■入会金を納入された方は、卒業後 3 年間は年会費を免除いたします。

　◇編 集 後 記◇

　会員の皆様には、お元気でご活躍のこととお喜び申し上げます。

　加計学園の獣医学部新設で獣医師が現在の養成大学の状況で足りているのかどうかが問題になっていますが、薬

剤師はとみてみると、数はもう過剰気味と言われています。幸い薬学部、薬科大学卒業生の働く場が広く薬剤師免

許を必要としない職種や、薬剤師は女性が多く免許が眠っているケースとか、門前薬局をつくれば成り立つという

状況で 2016 年度末の薬局数が 5万 8678 軒とコンビニエンスストアより多く、さも薬剤師が足りていないような

様子を呈しています。しかし、今回の医療費改定では門前薬局に対する締め付けが強く打ち出され今迄のようなわ

けにはいかないと思います。近年薬学部がどんどん新設され 20年前の 1.6 倍 73大学が存在します。その内 23大

学が定員割れで生き残り競争が激化しています。そんな中後輩たちの頑張りはめざましく今年も高い国家試験合格

率を示してくれました。母校の活躍ではもう一つ米田勝朗教授率いる女子駅伝部が 10月 29日仙台で行われた全日

本大学女子駅伝で 12年ぶり 2度目の優勝をかざり名城大学の名を全国に知らしめました。

　世界的に薬剤師は真面目で信頼できる職業と見られてきましたが、付け替え請求や受診していない職員の処方箋

を医師に発行してもらい架空の調剤報酬を請求したなど看過しがたい報道が目につきます。薬剤師として患者様に

何をしてさしあげるべきか今一度考え直して業務に励みたいものです。

平成 30年 3月　　小　林　久　夫

浅井　祐希

安藤　綾那

伊藤　千智

伊藤　侑哉

伊縫　佑真

井上　瑞基

上田　真紀

牛原　龍成

内山　大地

大城　麗奈

奥田　夏帆

加藤　悠太

菅野　　旭

岸本　真衣

北川　浩子

木原章太朗

久保　佳梨

栗嶋　大輝

後藤　里佳

佐分　藍子

島戸　麻帆

鈴木　　淳

竹内　寛登

田中沙也加

時田　将真

西川　采伽

丹羽　汐里

野津　颯士

平工　　実

廣瀬　友理

福田　幸那

増田　充央

村松　　尚

森月　結菜

青木　遥香

秋田谷佳苗

石黒　真由

稲岡　顕頌

犬塚　雄雅

植村　亮太

太田　彩那

岡本　奈々

小椋　圭祐

織田理紗子

梶川　　渓

加藤　　瞳

加藤　洋平

川瀬りり菜

岸　　正都

北川　瑞季

木村　安住

久保田恵斗

小林　佳生

榊原　秀一

佐藤　駿成

澤　菜々実

神尾　依里

鈴木　真樹

高田　　克

髙橋　珠里

林　菜南子

平野　結奈

深谷知英莉

藤井　祐伽

古川　未紗

堀　　萌人

松下　純也

水野　友貴

矢野　　開

山本　晟矢

青山　航大

浅井　絵理

安藤　弘将

井口　　亮

磯谷　啓成

伊藤　亜実

伊藤　菜月

井上　夏帆

岩田　卓也

衣斐　光咲

岡田　晴生

梶川紗佑里

加藤　幹大

加藤　里菜

岸　　未紀

北市　紗羅

北野　陽香

是永　真佑

酒井　麻実

佐賀　美月

佐々　誠紀

白崎啓太郎

菅沼　香織

鈴木　里奈

髙橋　結惟

田島　豊邦

田中　穂浪

都築奈々夏

中嶋　彩華

西中　寛斗

服部　　暖

林　　玲奈

日紫喜李野

藤田　真生

古畑　友規

堀尾麻友香

牧野　拓弥

松村　和弥

箕浦　良介

村上　香菜

森　菜々郁

山岡　美聖

山本　凪紗

芳角　泰成

渡邉　春香

青山　侑生

浅井　航大

天谷　憲悟

池田のどか

伊藤　早帆

伊藤　美香

井上　仁香

岩田　理沙

牛田　真美

内野　里香

大河内瑞稀

尾嶋　朱莉

蔭山　義明

木島　愛海

北浦　滉大

熊田　　輝

近藤　萌花

齋藤芙実歩

境　麻由奈

佐藤　朝海

鈴木　里麻

髙林ゆりな

達川　喬伍

田邉　智子

中西　　諒

花木　美穂

原田　真歩

福嶌　莉南

別所　実希

前田　　譲

牧野　榛香

松井　侑加

三河　範花

宮城　亮佑

森田　薫乃

矢島　一樹

山下　諒真

山本　晃椰

吉田　采華
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名城大学
薬学部同窓会
創立60周年

祝
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広 告 掲 載 ご 協 力 あ り が と う ご ざ い ま し た

同窓会誌「城薬」第31号への広告お礼 同窓会会長　青　木　裕　幹

謹啓　早春の候、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てをいただき、厚
く御礼申し上げます。
　さて、この度は、「城薬」第３１ 号に広告協賛をいただき、誠にありがとうございます。現在、名城大学薬
学部同窓会では同窓生の経営・勤務する会社及び薬局、団体等に限定し広告募集をさせて頂いておりますが、
今回も数多くのご応募を頂くことができました。
　今後とも同窓会活動にご支援・ご協力いただきますよう、宜しくお願い申し上げます。

謹白

　ご協力いただきました会社様並びに薬局様には重ねてお礼を申し上げるとともに、以下のように会社名
並びに薬局名を掲載させていただきます。

平成 30 年 3 月吉日

※広告及び会社名の掲載順は、カラー、白黒、原稿の大きさ、申込み順になっております。【広告掲載会社一覧】（敬称略）

☆ 次回の広告募集につきましては、後日、ホームページにて掲載いたします。☆

会社名・掲載ページ 会社名・掲載ページ

たんぽぽ薬局株式会社 91 日本調剤株式会社 92

協和ケミカル株式会社 93 株式会社ファーマスター 94

イオンリテール株式会社 95 株式会社ファインメディカル 96

株式会社スギヤマ薬品 97 ファーマライズホールディングス株式会社 98

株式会社杏林堂薬局 99 株式会社ハーズ 100

株式会社スギ薬局 101 株式会社クスリのアオキ 102

株式会社中日エムエス 103 株式会社アマノ 104

株式会社セイフフィールド 104 株式会社ミック 105

天野商事株式会社 105 株式会社ヤナセ薬局 106

恒川薬局 106 株式会社勝川薬局 107

株式会社薬局ミント 107 株式会社ファルマネットみなみ 108

中部薬品株式会社 108 クオール株式会社 108

株式会社ユタカファーマシー 109


