
ラベンダー

■植物画：千 田 の ぶ こ（32回生）
（株）自然の薬箱　代表取締役

ラベンダー類にあてられるLavandulaは、「洗う」という意味のlavoやlavareに由来
するという説が一般的。「青みを帯びた、青みがかった」を意味するlivereに由来す
るという説もある。ラベンダーの品種は多く、花や葉の形や大きさなどの植物学的形
状も、成分も異なり、香りの特徴や作用、安全性などに違いがあります。ハーブや精
油に使用されるのは、真正ラベンダー（L.angustifolia）が一般的で、香りも柔らか
く安全性も高いので良質とされます。ラベンダーの和名は「薫衣草（クンイソウ・ク
ヌエソウ）」、衣に良い香りを付けたことに由来するのでしょう。

Lavandula angustifolia (Lamiaceae)
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第17回 城薬ゴルフコンペ （第35号）

名城大学薬学部同窓会誌

名城大学薬学部同窓会

令和4年3月15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35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4年度 代議員総会

日本薬学会143年会 in 札幌

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

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

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。

【表紙の由来】学生実習にて、HRM法を用いた鶏肉（名古屋コーチン）の鑑別を学びます。
  衛生化学研究室の研究者4人（こびと達）が、このHRM法を新型コロナウイルスの変異株検出に応用し、いち早く検出法を
  確立したことに由来します。
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同窓会会長

丹 下  富 博

城 薬 の 絆

（29 回生）

　新型コロナウイルス感染拡大の中、地域住民や国
民のために日々ご尽力をされている名城大学薬学部
同窓会会員の皆様に深く敬意を表する次第です。ま
た、つづく「コロナ禍」で準会員である学生の皆様
にはリアルでの講義の受講や部活など本来とは違う
学生生活を余儀なくされている現実に対し、こころ
からエールを送りたいと思います。
　さて、薬学部同窓会の目的は「会員相互の親睦を
計り、併せて名城大学薬学部の発展に寄与すること
を目的とする」ことでありますが、年中行事の中止
についてホームページ等を通じてご連絡をするたびに

「いつになったら再開ができるのだろう」とため息が
出てしまいます。
　しかしながら、WEBでもって、常務理事会は毎月、
理事会も３か月毎に予定どおり開催しており、役員
から「この状況だからこそできる活動について」さま
ざまな意見や企画案が出されることで私自身が今一
度、「会員相互の親睦」や「母校の発展」という目
的に立ち返ることができています。
　たとえば、本年3月に4回目の開催となります同窓

会主催WEB講演会もその一つであります。毎回２００
名を超える申し込みをいただいており、担当委員会
はもちろんのこと、各委員会が連携・協力し、役員
全員の熱意と真摯な努力が実ってこの機会が実現し
たことを大変に嬉しく思っております。
　また、代議員総会は、昨年と同様、書面決議によっ
て行われましたが、代議員の皆様から同窓会に対し
て、文書でいろいろと建設的なご意見を頂戴しており、
役員会で議論を重ねているところであります。
　さらには、昨年の新入生の同窓会入会者は、２００
名を超えました。今後も新たな時代に向けて次世代
へ繋げるための同窓会の基盤を確固たるものにして
行く所存でございます。
　最後になりますが、多様な分野で活躍する会員の
皆様とのつながりを大切にしながら、「心のよりどころ」
になれるような温かい同窓会を作り上げていきたいと
考えています。
　会員の皆様のご健康とますますのご活躍をお祈り
いたしますとともに、引き続き同窓会へのご協力を
お願い申し上げます。
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薬学部長

神 野  透 人

　　　　　の近未来

　名城大学薬学部同窓会員の皆様におかれましては、
益々ご健勝のこととお喜び申し上げます。2021年４
月に、創立から第20代目となる薬学部長を仰せつか
りました神野透人（じんのひでと）です。1985年に
京都大学薬学部を卒業し、その後30年間にわたって
厚生労働省 国立医薬品食品衛生研究所で環境化学
物質のレギュラトリーサイエンスにかかる研究に従事
しました。本学部に着任してこの春で７年になりま
すが、この間、平松正行元学部長（現 名城大学副
学長）の下で学科長を２年間、灘井雅行前学部長の
下で協議員を２年間務めさせていただきました。ま
だまだアカデミアの慣習に馴染めないところもあって、
多くの先生方に支えていただきつつ学部の運営にあ
たっております。

　さて、薬学部の今年１年を振り返りますと、月並
みではありますが、昨年と同様に新型コロナウイルス
感染症に翻弄された１年となりました。オンデマン
ド配信の入学式に始まり、新入生ミキサーは学内で
の実施となりました。７月から８月には、黒野俊介
先生を中心に、八事キャンパスで２回にわたる延べ
3,600人規模の大学拠点接種を完遂しましたが、そ
の直後には第５波の到来には打ち勝てず、やむなく
父母懇談会は中止せざるを得ませんでした。その後、
δ株の突然の終息で年末を迎え、今 （2022年１月）
またο株による第６波を迎えて、第107回薬剤師国
家試験や学位授与式が無事開催されるか、心配な状
況となっています。そのような中、私ごとではありま
すが、新型コロナウイルス変異株識別法についての
話題で同窓会主催のWeb講演会にお招きいただき、
皆様とお近づきになれたことがせめてもの救いです。

　ウイズコロナ、ポストコロナの時代は、“Pharmacy”
にとっても大きな変革の時になりそうな予感がしま
す。「オンライン服薬指導」、2021 年８月１日から

始まった「地域連携薬局」や「専門医療機関連携
薬局」を例に引くまでもなく、薬剤師を取り巻く
環境は激変しています。さらに、薬学教育において
も、2022年度末を目途に、文部科学省の「薬学系
人材養成の在り方に関する検討会」において薬学教
育モデル・コア・カリキュラムの改訂が進められて
います（https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/
chousa/koutou/040/index.html）。2024 年 度 に 実
施予定のこの新コア・カリキュラムでは、「薬剤師と
して求められる基本的な資質・能力」に新たな項目
が加えられるとともに、医学・歯学・薬学の教育内
容の一部共通化や、課題の発見と解決を科学的に探
究する人材の育成が掲げられています。当然、カリ
キュラムの見直しも必要になりますが、たとえ大学で
最先端の科学・技術を教授しても、10 年で常識と
なり、20年後には陳腐になるのが世の理です。した
がって、VUCAの時代に大学で授けるべきは「一生
の糧を得るための魚の釣り方」であり、必要とされ
る能力はAgilityであろうかと思います。課題発見・
解決能力の涵養には「卒業研究」の活性化が重要で
すので、これを手始めに、早速「変革」に取りかか
りたいと思案しています。OB・OGの皆様にも、是非、
暖かい眼差しで見守っていただければと思います。

　現在、日本薬学会第142年会（組織委員長 森裕
二教授、副組織委員長 原脩教授）の準備も佳境に
さしかかっておりますが、広告出稿や寄付等で同窓
会の皆様に多大なご支援をいただいていると伺って
おります。末筆ではございますが、薬学部を代表して、
厚く御礼申し上げます。

（ギリシャ文字が新型コロナウイルスの変異株の呼称
に使われるようになり、俄にギリシャ語が身近な存
在になりました。表題として、Pharmacyをギリシャ
語で綴ってみました。オミクロンが最後です）。
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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

 TEL 052-832-1151

 早川伸樹（内線 2178：hayakan@meijo-u.ac.jp）

 黒野俊介（内線 3354：kurono@meijo-u.ac.jp）

2022（令和4）年度
名城大学薬学部 卒後教育講座についてのご案内

卒後教育委員会（薬学部・薬学部同窓会共催）

　昨年度（2021 令和３年）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

の感染拡大が見られる状況下において、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。

　また、今年度（2022 令和４年）につきましては、現在（令和 4 年 2 月時点）いまだ、新型コ

ロナウイルス感染症の推移・現状を注視しながら（リモートなどの開催形式、時期、回数などを

含めて）慎重に検討を重ねている最中です。

　今後の詳細につきましては、「名城大学薬学部同窓会ホームぺージ」に掲載させて頂きます。

引き続き、参加者・関係者の健康面・安全面を最優先に検討を重ねて参ります。

　ご参加を予定されておられます皆様には、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宜しくお願い申し上げます。主催者一同、新型コロナウイルスの感染が

一刻も早く収束いたしますことを祈念いたします。

　このたびは、名城大学薬学部同窓会誌「城薬」の発行時期までに開催について決定できません

でした事、誠に申し訳ございません。諸事情を考慮しながら再開にむけて引き続き検討を重ねて

参りますのでどうぞ宜しくお願いいたします。



71

　◇ 編 集 後 記 ◇

　2019 年 12 月に中国で新型コロナウィルス患者が報告されてから、2020 年はオリンピックの延期や休校、飲食

店への休業要請、各種イベントの中止または入場制限、テレワーク実施などありとあらゆる手を打って乗り切って

きましたが、ウィルスも変異を重ね現在 13種類目の変異株（オミクロン株）が見つかっています。今年の春から日

本でもワクチン接種が始まり、終息に向けて期待は高まっていますが、世界的にみると終息どころか収束の兆しす

ら見えてきません。そんな中、薬業界ではジェネリックメーカーの小林化工と日医工の違法行為による業務停止に

端を発し、薬品の供給がままならず会員の方々も大変苦労されていると思われます。それに加え製造販売中止予定

の情報が目につきます、この先どうなってしまうのでしょうか。

　同窓会も役員の皆様が四苦八苦して何とかしたいと頑張ってくださっていますが、なかなか思うように行ってい

ないのが現状です。新しい試みとしてWEB講演会が開催されました。沢山の参加を望んでいます。

　後輩たちも頑張っておりまして、薬剤師国家試験合格率が新卒で 97.65％と非常に高い成績を示しています。また、

10月 31日に行われた第 39回全日本大学女子駅伝対校選手権大会で名城大学が第 1区から 6区まで全区間一度も

首位を譲らず圧勝で 5連覇を達成しました。立派なものです。

　最後に会員の皆様には、コロナ対策をしっかり行いお元気で活躍されることを願っています。

令和 4年 3月　　小　林　久　夫

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　丹　下　富　博

令和３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。

令和４年１月

（令和３年 12 月 31 日現在）

◇お問合せ先　組織強化委員会　E-mail：soshiki@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。

青木　勝士
天野　真怜
伊藤　愛奈
伊藤　千乃
岩島　美南
上田　詩織
大森　紀香
岡田　芹奈
岡本　真歩
尾首　翔哉
貝谷　　創
加藤　福大
兼山　海都
河口　真子
中西　美憂
北川　祥子
鬼頭　咲弥
久世　亜美
小金　澤希
小林　　悠
櫻井祐太朗
清水さゆり
庄谷　倫音
杉浦　　匠
杉原　頌悟
鈴木　美沙
全奈恵

高増　有花
竹嶋　一真
田中　健暉
都築　　凛
寺林　雪乃
永井　沙良
長坂佳芙歌
長浜　真理
成田　圭志
西口　幸希
西淵　天音
花村　麻衣
林　　優美
平田　健太
福岡　万紘
本田　夏子
松田　実咲
松本　優杏
村岡　初海
森　　友哉
矢口ひなか
柳原　　伸
山口　敬史
山田　裕唯
吉田　浩基
吉村　真優
池上　慶忠

伊藤　花菜
伊東　真唯
井上　萌美
岩島　萌夏
鵜飼須弥子
大原　万宗
大森　若菜
岡庭めぐみ
小木　曽巧
加藤　　司
上川　侑悟
河崎　　結
北川　　華
経澤　渚月
桑原　怜花
小須田　諄
小西友紀乃
小林　陽菜
斉藤　有希
榊原　悠佑
佐野　萌香
柴田　一輝
清水　智子
菅沼　千紗
杉本麻里菜
鈴木　美穂
髙澤　朋花

髙村　美優
田村　昂大
津田華愛子
鶴羽　碧乃
冨岡　愛美
中家　正翔
長嶋　朋香
中村　哲平
新實　将和
西込　美歩
西村　華恵
平松　茅紗
福島未菜実
本馬　百夏
松田謙一郎
松葉　優依
松屋　亜緒
水野　珠希
宮田　　凪
室久　　光
森　　夏佳
山里　琉海
山本　奈沙
吉岡　秀人
吉田　紗雪
米津　誠弥
渡辺　美月

赤堀　未来
渥美　遥華
新井　翔太
磯村　佳保
伊東　愛葉
今村　優伽
大木　温史
大松　裕太
岡田佳奈子
岡本　華歩
荻野　彩佳
押田　真幸
籠橋　遥人
神谷　愛里
川瀬留里奈
川村萌々華
北村　香音
丘河娜
源河千早紀
小林　葵々
小見山萌佳
近藤　理子
坂部　颯飛
澤井　桃子
島田明香里
杉坂　寧音
杉山　　遥

田形　未来
高山　愛咲
田澤　　楓
都築　萌花
寺澤　直幸
内藤　結月
中村　仁美
西尾　香乃
西澤　知音
原　　大智
平松　里彩
藤井　悠矢
松田　都和
松葉和香那
間宮　壮思
宮川　陽菜
宮本　庸平
森山　太稀
山内来里葵
山田　絢心
吉田　咲良
渡邉　優芽
朝川　芳恵
安東　　隼
市橋　幹大
伊藤　千晶
稲葉啓太郎

岩越　奏汰
宇野　早穂
太田　昌秀
大宮　茉由
岡田　　啓
岡本　真弥
小楠　和奈
小田　晃蓮
土山　　誠
加藤　萌准
金山未勇志
河合　晃佑
川畑　陽葉
鬼頭　佳那
釘丸　夏帆
古池　美月
小林桜友里
齋藤　雅文
酒井亜莉沙
澤田　実紗
杉浦　　慧
鈴木　聖吾
砂川　剛瑠
滝本　鈴花
田中　愛弓
茶谷梨紗子
直井　香純

中川　陽菜
中根　晃太
中村　真子
萩原　好優
早川　礼奈
原　みのり
平田あずさ
福井　亮介
藤井　伶麿
松田　麻歩
松本　花澄
御厨ほのか
村井　萌華
森　　研翔
柳　　涼太
山神　知衛
山田　美沙
山本　結愛
渡邉　彩弥
島田　美夢
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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35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 ３5 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 4 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

株式会社スギヤマ薬品 73 たんぽぽ薬局株式会社 74

中部薬品株式会社 75 キョーワ薬局株式会社 76

Ｉ＆Ｈ株式会社（阪神調剤グループ） 77 株式会社ファインメディカル 78

日本調剤株式会社 79 ウエルシア薬局株式会社 80

スギホールディングス株式会社 81 さんあい薬局株式会社 82

株式会社アマノ 82 株式会社サエラ（サエラ薬局） 83

株式会社勝川薬局 83 株式会社セイフフィールド 84

天野商事株式会社 84 株式会社メディカル一光グループ 85

株式会社ファーマスター 85 しあわせです感謝グループ 86

株式会社杏林堂薬局 86 クオール株式会社 86
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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 旧姓服部）
稲垣　渉　（平成8年度卒 旧姓杉田）
阿部ゆり　（平成26年度卒 旧姓石川）

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／9：00～20：00
■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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