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第17回 城薬ゴルフコンペ
令和3年11月 開催予定

（第34号）

名城大学薬学部同窓会誌

名城大学薬学部同窓会

令和3年3月16日発行

開催が決定した時点で同窓会ホームページに掲載いたします。開催が決定した時点で同窓会ホームページに掲載いたします。

開催が決定した時点で同窓会ホームページに掲載いたします。

城薬34号　目　次

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 ～

令和3年度 代議員総会
新型コロナウイルス感染症拡大
のため書面評決にて実施

日時：令和3年9月19日（日）開催予定

日本薬学会142年会 in 名古屋

名城大学薬学部同窓会懇親会

第16回名城大学薬学部同窓交流会  新型コロナウイルス感染症拡大のため中止

令和4年3月 開催予定

同封の用紙にて年会費の有効期限をご確認ください。有効期限が2021年度
までの方は、同封の専用振込用紙にて是非とも継続納入をお願い致します。

◇お問合せ先　組織強化委員会
E-mail：soshiki@meijo-yaku-ob.jp　FAX 052-837-0545
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同窓会会長

丹 下  富 博

城 薬 の 絆

（29 回生）

　同窓生の皆様、こんにちは。名城大学薬学部同窓
会会長として２期目を務めさせていただくことになり
ました丹下富博でございます。
　新型コロナウイルス禍において感染拡大がまだ広
がっておりますが、皆様に謹んでお見舞い申し上げ
ますとともにこの城薬誌がお手元に届くころには終息
に向かっていることを心より祈っております。
　さて、昨年の同窓会活動につきましては、新型コ
ロナウイルス感染拡大にともない、恒例であります同
窓交流会はじめ、ゴルフコンペや新入生ミキサーなど
さまざまな行事の中止もしくは延期を余儀なくされ
ました。役員会、委員会の開催についても電磁的な
方法等を用いながら運営を進めるなど感染拡大防止
対策をとってまいりました。
　さらには、最高議決機関であります代議員総会に
ついても、外部開催について慎重に審議しました結果、
代議員の皆さんの安全、安心を最優先として書面表
決での開催となりましたが、ご協力を得てすべての
審議事項が承認されました。
　これから、同窓会活動においても「With コロナ」
という様式が必要になると感じます。同窓会役員に
対しては「このような時だからこそできる『新たなつ
ながり』、新しい価値への『気づき』などを活かして、
課題の解決や新たな価値の創出が期待される同窓会
活動を行っていきましょう」とお願いしています。
　是非、同窓生の皆さんにおかれましても、「Withコ
ロナ時代における同窓会活動のアイデア」についてご
意見をいただけましたら幸いでございます。
　それから話は変わりますが、先日ある卒業生から「大

学(薬学部)に対して『うちの薬局に新卒者をいただ
きたい』とお願いしたらけんもほろろの対応だった」
と聞きました。
　その卒業生に対して私からは「今はここの先生か
らあるいは大学から学生に対して『ここの薬局に就
職しなさい』ということを言う時代ではないですよ」
とお話ししましたところ苦笑されました。ちなみに、
その方は、卒業以来一度も大学に足を運んだことが
ないようです。
　ご承知のとおり、我が母校は、毎年の薬剤師国家
試験では全薬系大学の中では素晴らしい成績を収め
ています。しかしながら、少子高齢化をはじめとす
る社会構造の変動期にあり、薬剤師を取り巻く状況
が、大きく変化しつつあります。我が母校もその中
で、生き残りをかけて薬剤師として必要不可欠な知
識、技能に加えて、医療人としての心と態度を身に
付け、高い志と幅広い視野を持ち、これからの医療
を担う医療チームの一員として、国民の健康な生活
の確保になくてはならない存在に成長していただくた
めの教育を展開しています。
　私たち同窓生も今一度、名城大学薬学部が輝く母
校として君臨しつづけるために経験豊富で知識のあ
る諸先輩方と活力ある若い力を糾合して、また英知
を結集し、できうる限りの母校の発展に尽力してい
く決意が必要と考えます。
　そのために、同窓会役員も同窓生と母校との懸け
橋として活動していく所存でございます。
　今後とも同窓会にご参画いただきますよう、どう
ぞお願い申し上げます。
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薬学部長

灘 井  雅 行

『薬』の責任者の育成を目指して

（27 回生）

　名城大学薬学部同窓会の皆様、こんにちは　薬学
部長の灘井雅行です。
　薬学部同窓会の皆様には、薬学部の教育と研究の
推進に多大なるご支援を頂き、誠にありがとうござ
います。厚く御礼申し上げます。
　薬学部は、1954年に薬学部薬学科として設置さ
れ、1996 年には薬学科ならびに我が国で初となる
医療薬学科を設置しました。2006 年４月には、学
校教育法および薬剤師法の改正にともなって薬学部
薬学科（６年制）を設置し、現在69名の教員と約
1,600名の学生が薬学の勉学と研究に真摯に取り組
んでいます。また、薬学部は中部地区で最も数多く
の薬剤師を輩出しており、15,000名を超える同窓生
には、大学病院の薬剤部長をはじめ、国公私立病院
や保険薬局、製薬企業、行政機関などの主要な役職
で活躍されている方々が多数いらっしゃることを、心
強く、また誇りに思っています。
　現在、薬学部では、薬学教育モデル・コアカリキュ
ラムで設定された基礎薬学教育に加え、本学の伝統
ある臨床薬学教育の実績に基づいて、医療現場にお
ける「薬」の責任者として、個々の患者により適切
な薬物療法を提供できる力を育成することを目的と
した統合型薬学教育科目「薬物治療マネジメント」
を４年次に開講するとともに、５・６年次には連携
教育協定を締結した大学病院等で、卒業研究の一環
として臨床研修を継続して実施するアドバンスト教
育に取り組んでいます。これらの取り組みの成果も
あり、薬学部の新卒者の薬剤師国家試験合格率は、
６年制薬学教育の開始以降、常にトップクラスを堅
持しています。
　一方、本年度は、多くの大学で新型コロナウイル
ス感染症の拡大防止を目的とした措置が実施されま

した。名城大学全学では、令和元年度卒業生につい
ては卒業式が、令和２年度入学生については入学式
が中止となり、大学生活で最も晴れやかなひと時を
味わっていただくことができなかったことは本当に残
念です。また、４月６日から６月２日までの期間は、
薬学部のある八事キャンパスを含めた名城大学の全
キャンパスにおいて閉鎖措置が講じられ、このため授
業もすべてインターネット配信による遠隔授業となり
ました。この遠隔授業につきましては、学生諸君は
もとより、我々教員も初めての経験で、多くの教員
が悪戦苦闘しながら準備する状況でしたが、学生諸
君による授業評価アンケートの結果としては、概ね
従来通りの評価を頂いており、教員も少し胸をなで
おろしています。後期は新型コロナウイルスの感染状
況を確認しつつも対面での講義を実施しました。具
体的には、より安全な学習環境として学生の座席を
千鳥格子に設定し、学生の間隔を確保しました。そ
の結果、従来の１つの教室で行っていた講義を、イ
ンターネットで別の教室に配信するという学内での遠
隔授業を実施いたしました。このような措置により、
感染拡大を防ぎつつ、教育の質の確保に努めています。
　薬学部では、コロナ禍におきましても、「教育研究
上の目的：薬学の確かな知識、技能とともに、生命
の尊さを知り、豊かな人間性と倫理観をもち、人々
の健康と福祉の向上に貢献できる人材の養成を目的
とする」の達成を目指して教育と研究を進めて参り
ます。
　薬学部同窓会の皆様におかれましては、名城大学
薬学部が推進します教育・研究活動にご理解とさら
なるご支援をいただきますよう、よろしくお願い申し
上げます。
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連絡／問い合わせ先：

〒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

 高津　智（takatsu@kyowa-chemical.co.jp）

 早川伸樹（hayakan@meijo-u.ac.jp）

 黒野俊介（kurono@meijo-u.ac.jp）

2021（令和3）年度　名城大学薬学部 卒後教育講座
中 止 ご 案 内

名城大学薬学部　卒後教育委員会

　2020（令和２）年度の「名城大学薬学部 卒後教育講座」は、新型コロナウイルス感染症の感染

が拡大している状況を鑑み、開催中止とさせて頂きました。ご参加を予定されていた皆様におか

れましては、多大なるご迷惑をおかけいたしました事、深くお詫び申し上げます。

　その後、2021（令和３）年度の開催に向けて新型コロナウイルス感染症の推移・現状を踏まえ

て慎重に検討を重ねてまいりましたが、誠に残念ながら 2021（令和３）年度の開催におきまして

も感染リスクを完全には排除できないという観点から、参加者・関係者の健康面・安全面を最優

先すべきであると判断し、開催中止を決定いたしました。

　ご参加を予定されていました皆様には、昨年度に引き続き大変ご迷惑をおかけいたしますが何

卒ご理解いただきたくお願い申し上げます。

　この度は、誠に残念ながら中止ということになりましたが、2022（令和４）年度の再開にむけ

て検討を重ねて参りますので引き続きよろしくお願いいたします。

　なお、2020（令和２）年度にお申し込みの先生方には、返金と翌年度への繰り越しの両方向で

手続きを進めておりましたが、2021（令和３）年度も中止のため全て返金といたします。

　この件については、改めて卒後教育委員会（support@meijo-yaku-sotsugo.jp）からメールにて

ご連絡いたします。
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株式会社  勝川薬局
代表取締役　松浦　隆　（昭和58年度卒）

近藤慎子　（昭和56年度卒）

在宅介護支援・健康サポート薬局

創業1855年

かちがわ薬局

〒486-0846  愛知県春日井市朝宮町2-14-6
　　　　　　　（アオキスーパー向側）
■TEL 0568-31-3592　FAX 0568-31-1463
■営業時間／9：00～21：00
■定休日／元日と2日
　　　　 （日・祝日は在宅業務のみ）

各種病院・医院の院外処方箋を受け付けておりますし、在宅
介護の患者様の受け入れも致しております。
また、地域の皆様の健康づくりのお手伝いに積極的に取り組
んでおります。お気軽にご来店、ご相談ください。
商品のお買い上げの有無に関わらず、健康・美容に関する悩
み相談、病気予防やお薬のアドバイスを積極的に行っており
ます。

かちがわ薬局

検索http://www.kachigawa-pharmacy.com
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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34号への広告お礼 同窓会会長　丹　下　富　博

謹啓　早春の候、ますますご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
くお礼申し上げます。
　さて、この度は、「城薬」第 ３4 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。

令和 3 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

キョーワ薬局株式会社 51 たんぽぽ薬局株式会社 52

株式会社スギヤマ薬品 53 中部薬品株式会社 54

株式会社ファインメディカル 55 Ｉ＆Ｈ株式会社（阪神調剤グループ） 56

株式会社中日エムエス 57 スギホールディングス株式会社 58

イオンリテール株式会社 59 株式会社クスリのアオキ 60

株式会社クリエイト エス・ディー 61 株式会社ファーマスター 62

さんあい薬局株式会社 62 天野商事株式会社 63

株式会社薬局ミント 63 株式会社アマノ 64

株式会社セイフフィールド 64 株式会社勝川薬局 65

クオール株式会社 65 株式会社サエラ（サエラ薬局） 65

株式会社杏林堂薬局 66 株式会社薬正堂 66
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