
薬学部同窓会幹事会（H30.4.14）議事録 

 

日  時：平成 30 年 4 月 14 日（土）17：00～18：30 

場  所：PORTA 神楽坂 7F 第 2 会議室 

出席者：上村会長(23 期)、関副会長(18 期)、磯部副会長(22 期)、伊集院副会長(25 期)、内村副会長(30 期) 

中村(3 期)、日向(15 期)、田畑・武田(16 期)、押尾(17 期)、古迫(18 期)、小川・鈴木(19 期)、 

小松(20 期)、吉田(21 期)、安藤・樽野・花岡・牧田(22 期)、桐井・中村・森田(23 期)、 

秋山・佐藤(24 期)、水・菊地(30 期)、遠藤(39 期)、折山・松本(43 期)、高尾(45 期)、 

亀山・髙橋(52 期)、川﨑(54 期) 

青山先生(17 期)、秋本先生(28 期)、礒濱先生、鹿野先生、樋上先生、牧野先生(16 期)、 

真野先生(34 期)、宮崎先生 

事務局 小林・谷口(14 期)・冨塚(16 期) 

  

議  事： 

  上村会長より挨拶があり、磯部副会長より、医療薬学教育研究支援センターの先生として来られた鹿野先生

が紹介され、鹿野先生よりご挨拶をいただいた。その後、本日初めて幹事会に参加された方々より、自己紹介

をしていただいた。 

 

協議事項 

① 平成 30 年度総会準備(23 期担当) 

・日程は、平成 30 年 7 月 21 日(土) 12：30～幹事会、総会、講演会、懇親会の予定とし、23 期担当で準備

を進める。司会は、佐藤薫氏(23 期)、講演会は、講師 2 名の予定で、上村直樹先生(23 期)、野村英昭先生

(23 期)。今後、資料などの準備を進めていく。 

・会場は、神楽坂 3号館 6階 642 教室、懇親会は、17：30～理窓会倶楽部の予定。 

 

② ふなかわら 30 号準備  内村副会長より 

・原稿の取りまとめは 4月中、6月発行を予定。 

・ふなかわら 30 号目次一覧に沿って、原稿の状況を確認した。 

・退官記念懇親会については、理科大だけでなく様々な大学の方が参加しての開催となるものなので、掲

載はしないこととなった。 

・恩師の訃報に際しての追悼文掲載については、会長副会長で検討することとなった。 

 

③ 平成 30 年度地区交流会（金沢）について  上村会長より 

日本薬剤師会学術大会の開催にあわせて行う。 

平成 30 年 9 月 23 日（日）19：30～21：30 葵寿しにて開催予定。 

石川・福井・富山・新潟・長野の同窓生の方へ、メールまたはハガキでご案内を出す予定。 

 

④ 幹事会の在り方について 

より多くの方に幹事会に参加していただけるように、“幹事会”の名称を変更するのはどうか、という提

案があり、名称変更の方向で進めていくことになった。今後、正副会長会で名称案を検討し、7 月幹事会

で決定、総会で了承を得ることになる。 

 

 



⑤ 幹事の定義、幹事が出ていない期の対応について 

・幹事の定義については、“幹事”の名称とともに、今後検討していくことになった。 

・これまでのお声掛けで、24 期、28 期の方には、本日幹事会に参加していただけたので、今後も引き続

き、33 期以降の同窓生の方にお声掛けをお願いした。 

 

⑥ 日本薬学会第 139 年会での同窓会主催のシンポジウムについて  牧野先生、礒濱先生より 

平成 31 年 3 月 20、21、22、23 日に開催される日本薬学会第 139 年会は、理科大が主催で行われるので、

薬学部同窓会のご協力をお願いしたい、とのお話があった。 

同窓会として協力していくこととし、具体的な内容について文書で出していただくようお願いした。 

 

⑦ 医療薬学教育研究支援センターへの協力について  礒濱先生より 

・学生の将来の希望や目標となるよう、フロアの廊下に卒業生の業績をパネルにして並べたいのでご協力

をお願いしたい、とのお話があり、礒濱先生からの資料に基づき議論を行った。業績については、どこま

で情報を出してよいのか、転職した場合は前の会社のことは出しにくい、など判断が難しい。病院で治験

に関わったという形はどうか、何らかの賞を受賞したものはどうか、など様々な意見が出されたが、実績

にはこだわらず卒業生が活躍している姿を見せる形にするのがいいのでは、という結論になった。今後、

情報の提供をしていけるよう、同窓生に案内をすることになった。 

・キックオフセミナーを平成 30 年 5 月 26 日(土)に行いますので、皆さんご参加ください。 

 

⑧ 同窓会による就職相談会について  上村会長より 

大学と相談しながら、上村会長、伊集院副会長を中心として計画案を練り、引き続き審議していく。 

 

報告事項 

① 平成 29 年度卒業式、卒業謝恩会について  上村会長より 

平成 30 年 3 月 19 日（月）武道館での卒業式後、卒業証書配付会場にて、大学側配付資料とともに卒業

修了記念品スパーテルを手渡し、事務局もお手伝いをした。 

同日 18：30 よりホテルメトロポリタンエドモンドにて卒業謝恩会が行われ、上村会長がお祝い金 10 万

円を持参して出席し、同窓会からの卒業記念品授与についても触れて挨拶し、乾杯の音頭をとった。 

 

② 平成 29 年度会費納入状況 3/31 集計（既卒者及び新卒 55 期生・修了者）  伊集院副会長より 

・平成 29 年度は 55 期 227 名（YP 97 人 、YM 130 人）のうち 18％が会費を納入、既卒者の納入額と合計

すると総額は 276 万円を上回った。YM 卒業生より YP 卒業生の方が納入者が多い傾向があり、YM 卒業後は

ほとんどの人が大学院に進学するからだと思われる。 

・平成 30 年 3 月 31 日現在の会員数は卒業生 9,852 名、大学院 217 名で総数 10,069 名となった。 

 

③ 理窓会関連について 

・理窓会関連団体交流会・懇親会（第 6回）  伊集院副会長より 

 平成 30 年 3 月 17 日（土）PORTA 神楽坂にて開催され、上村会長と伊集院副会長が出席し、活動報告を

行った。現在、関連団体として 67 団体加盟しており、出席したそれぞれの団体から会誌等が配付された

ので、事務局で保管しておく。 

・第１回常務委員会  上村会長より 

 平成 30 年 4 月 10 日（火）に行われ、上村会長が理窓会の代議員として出席した。 

 



④ 名簿システムについて  上村会長より 

現在、システムへのログイン人数が、730 名ほどなので、ふなかわら 30 号でもご案内を入れ、普及を進

めていきたい。 

 

その他 

・青山先生より 

  医療薬学フォーラム２０１８ 

       平成 30 年 6 月 23 日(土)、24 日(日) 東京ビッグサイト TFT ホール 

  日本緩和医療薬学会年会 

       平成 30 年 5 月 25 日(金)～27 日(日) 東京ビッグサイト TFT ビル 

 

・樋上先生より 

  現在の理科大の話題として、7年後に薬学部の金町キャンパス移転、長万部キャンパスの閉鎖、基礎工学

部の再編についてお話しがあった。 

 

 

次回幹事会は、平成 30 年 7 月 21 日（土）12：30～ 神楽坂 3号館 6 階 362 教室 にて 


