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一般社団法人 薬学教育協議会 

第 21回社員総会議事録 

 

日 時： 令和 4年 6月 24日（金） 14：10～15：30 

（集会および Zoomを用いたハイブリッド開催） 

場 所： （ホスト会場）アルカディア市ヶ谷 5階「穂高」 

出 席 者： 別記 1 

配付書類： 別記 2 

 

1. 社員出席者確認：別記 1 

議決権のある社員総数 .......................................................................... 99名 

総社員の議決権の数 .............................................................................. 99個 

出席者数 ................................................................................................ 77名 

欠席者数 ................................................................................................ 22名 

欠席者のうち事前に提示した議案に関して予め意思を表示した者 ....... 1名 

この総会の議決権の総数 ....................................................................... 78個 

 

2. 代表理事挨拶 

上記のとおり、過半数の社員の出席があったので、定款第 19条の規定により、代表理事本間浩が

議長席につき、本定時総会は適法に成立したので開会する旨を宣し、直ちに議事に入った。 

 

3. 令和 4年度社員確認 

資料 1に基づき、本間代表理事が令和 4年度社員代表者の確認をした。また、令和 4年 5月 31日

開催の第 66回理事会において学術正会員として入会が承認された富岡 佳久 氏（東北大学大学院薬

学研究科 教授）と鈴木 匡 氏（名古屋市立大学薬学部 教授）の紹介があった。 

 

4. 議事録署名人の選任 

議事録署名人の自薦がなかったため、定款第 24条第 2項に基づく議事録署名人として、議長指名

による以下の 2名が選任された。 

・奥羽大学薬学部 押尾 茂 氏 

・広島大学薬学部 紙谷 浩之 氏 

 

5. 来賓挨拶  

文部科学省高等教育局医学教育課 薬学専門官 大久保 正人 様 

厚生労働省医薬・生活衛生局総務課 国際医薬審査情報分析官 磯﨑 正季子 様 

 

6. 協議事項 

1) 第 1号議案：令和 3年度事業報告について 

資料 2に基づき、令和 3年度事業報告（案）について本間代表理事が報告した。 
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2) 第 2号議案：令和 3年度決算報告 

資料 3-1に基づき、令和 3年度財務諸表について、税理士の円城寺氏が説明した。 

 

監事監査報告 

資料 4に基づき、令和 3年度事業報告および決算報告に対して、齊藤監事が監査報告を行った。 

 

令和 3 年度事業報告および令和 3 年度決算報告について、本間代表理事より一同に諮り、第 1

号議案および第 2号議案は異議なく承認された。 

 

3) 第 3号議案：役員の常勤について 

資料 5に基づき本間代表理事が説明した。一同異議なく、第 3号議案は承認された。 

 

4) 第 4号議案：第 11期理事の選任について 

本間代表理事より第 11期理事選挙について説明があった。次に開票立会人の一人である日本薬

科大学松田 佳和 氏より開票について報告があった。本間代表理事が第 11期理事一人一人を紹介

し、第 4号議案については、理事候補者全員の選任が承認された。 

また、補欠の選任方法について、以下のとおりとすることが承認された。 

・大学正会員選出の理事が辞任・退任したとき： 

「役員の選任に関する運用規則」第 5条イ 投票結果に基づき次点者を補欠とする。 

・団体正会員選出の理事が辞任・退任したとき： 

「役員の選任に関する運用規則」第 5 条ロ 辞任・退任した理事の選出母体が新たに選

出する社員代表者を後任の理事とする。 

 

7. 報告事項 

1) 令和 4年度事業計画について 

資料 6に基づき、令和 4年度事業計画について本間代表理事が説明した。 

 

2) 令和 4年度予算について 

資料 7に基づき、令和 4年度予算について関藤事務局長が説明した。 

 

3) 支部長の交代について 

資料 8のとおり、4つの支部において支部長候補者が選出され、第 66回理事会において承認さ

れたことを本間代表理事が報告した。 

 

4) 認定実務実習指導薬剤師 認定事業について 

認定審査状況について、本間代表理事が報告した。 

 

5) 文部科学省の委託事業について 

資料 9-1および 9-2に基づき、本間代表理事が委託事業について説明した。 
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8. 代表理事挨拶および閉会の挨拶 

本間代表理事が、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午後 3時 30分閉会した。 

 

 

 

 

 

 

以上、相違ありません。 

 

令和 4年 7月 7日 

 

一般社団法人 薬学教育協議会 

代表理事  本間 浩  

（押印済み） 

 

 

議事録署名人 

 

奥羽大学薬学部 押尾 茂  

（押印済み） 

 

 

広島大学薬学部 紙谷 浩之  

（押印済み） 
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別記 1  一般社団法人 薬学教育協議会 第 21回社員総会出席者名簿 

 

 

  

＊代理出席

所属（選出母体） 氏名（敬称略） 出欠 所属（選出母体） 氏名（敬称略） 出欠

北海道大学大学院薬学研究院 木原　章雄 会場 兵庫医科大学薬学部 青木　俊二 Web

北海道医療大学薬学部 小林　道也 Web 武庫川女子大学薬学部 篠塚　和正 Web

北海道科学大学薬学部 戸田　貴大 Web 姫路獨協大学薬学部 山本　直樹 Web

青森大学薬学部 水野　憲一 Web 岡山大学薬学部 狩野　光伸 会場

岩手医科大学薬学部 河野　富一 Web 就実大学薬学部 塩田　澄子 欠

東北大学大学院薬学研究科 岩渕　好治 会場 広島大学薬学部 紙谷　浩之 会場

東北医科薬科大学 吉村　祐一 会場 安田女子大学薬学部 大塚　英昭 Web

奥羽大学薬学部 押尾　茂 会場 福山大学薬学部 井上　敦子 欠

医療創生大学薬学部 松本　司 Web 広島国際大学薬学部 堀　隆光 Web

国際医療福祉大学薬学部 三浦　裕也 Web 徳島大学薬学部 土屋　浩一郎 Web

高崎健康福祉大学薬学部 寺田　勝英 Web 徳島文理大学薬学部 永浜　政博 Web

城西大学薬学部 北原　嘉泰 ＊Web 徳島文理大学香川薬学部 野地　裕美 Web

日本薬科大学 松田　佳和 Web 松山大学薬学部 舟橋　達也 Web

千葉大学大学院薬学研究院 森部　久仁一 会場 山陽小野田市立山口東京理科大学薬学部 武田　健 欠

東邦大学薬学部 田中　芳夫 Web 九州大学大学院薬学研究院 松永　直哉 ＊Web

日本大学薬学部 林　宏行 ＊Web 第一薬科大学 小松　生明 Web

東京理科大学薬学部 宮崎　智 会場 福岡大学薬学部 三島　健一 Web

千葉科学大学薬学部 安東　賢太郎 Web 国際医療福祉大学 福岡薬学部 武田　弘志 Web

城西国際大学薬学部 懸川　友人 Web 長崎大学薬学部 西田　孝洋 Web

帝京平成大学薬学部 亀井　美和子 会場 長崎国際大学薬学部 藤田　英明 Web

東京大学大学院薬学系研究科 三浦　正幸 Web 熊本大学薬学部 森岡　弘志 Web

北里大学薬学部 岡田　信彦 Web 崇城大学薬学部 原武　衛 Web

慶應義塾大学薬学部 三澤　日出巳 Web 九州保健福祉大学薬学部 黒川　昌彦 Web

昭和大学薬学部 中村　明弘 Web 国公立大学薬学部長（科長・学長）会議 竹本　佳司 Web

星薬科大学 杉山　清 Web 一般社団法人 日本私立薬科大学協会 井上　圭三 会場

東京薬科大学薬学部 三巻　祥浩 Web 公益社団法人 日本薬剤師会 田尻　泰典 ＊Web

明治薬科大学 越前　宏俊 会場 一般社団法人 日本病院薬剤師会 木平　健治 ＊Web

武蔵野大学薬学部 山下　直美 Web 公益財団法人 日本薬剤師研修センター 豊島　聰 Web

昭和薬科大学 山本　恵子 Web 公益社団法人 日本薬学会 佐々木　茂貴 Web

帝京大学薬学部 奥　直人 会場 日本薬学図書館協議会 望月　眞弓 欠

横浜薬科大学 加藤　真介 会場 公益社団法人 薬剤師認定制度認証機構 伊藤　喬 欠

湘南医療大学薬学部 鈴木　勉 Web 一般社団法人 薬学教育評価機構 西島　正弘 会場

新潟薬科大学薬学部 酒巻　利行 Web 一般財団法人 日本医薬情報センター 赤川　治郎 欠

富山大学薬学部 酒井　秀紀 Web 一般社団法人 くすりの適正使用協議会 俵木　登美子 欠

金沢大学医薬保健研究域薬学系 加藤　将夫 Web 一般財団法人 医薬品医療機器レギュラトリーサイエンス財団中垣　俊郎 欠

北陸大学薬学部 光本　泰秀 Web 一般社団法人 日本女性薬剤師会 近藤　芳子 欠

岐阜薬科大学 原　英彰 Web 一般社団法人 日本保険薬局協会 首藤　正一 欠

岐阜医療科学大学薬学部 永瀬　久光 Web 特定非営利活動法人　薬学共用試験センター 奥　直人 会場

静岡県立大学薬学部 賀川　義之 Web 日本一般用医薬品連合会 黒川　達夫 欠

名古屋市立大学大学院薬学研究科 松永　民秀 Web 学術正会員 白幡　晶 欠

名城大学薬学部 神野　透人 Web 学術正会員 平田　收正 Web

金城学院大学薬学部 永津　明人 Web 学術正会員 本間　浩 会場

愛知学院大学薬学部 横浜　文敏 ＊会場 学術正会員 伊東　明彦 会場

鈴鹿医療科学大学薬学部 三輪　高市 ＊Web 学術正会員 富岡　佳久 Web

和歌山県立医科大学薬学部 太田　茂 欠 学術正会員 鈴木　匡 Web

立命館大学薬学部 服部　尚樹 Web 日本製薬工業協会 白石　順一 欠

京都大学大学院薬学研究科 竹本　佳司 Web 監事 齊藤　勲 Web

京都薬科大学 赤路　健一 欠 監事 三輪　亮寿 欠

同志社女子大学薬学部 芝田　信人 欠 顧問 百瀬　和享 Web

大阪大学大学院薬学研究科 藤尾　慈 会場 顧問 須田　晃治 欠

大阪医科薬科大学薬学部 大野　行弘 会場 参与 増野　匡彦 Web

近畿大学薬学部 岩城　正宏 Web 参与 三田　智文 欠

摂南大学薬学部 佐久間　信至 会場 参与 政田　幹夫 Web

大阪大谷大学薬学部 西中　徹 Web 北海道地区調整機構 福土　将秀 Web

神戸学院大学薬学部 屋山　勝俊 Web 東北地区調整機構 小嶋　文良 Web

神戸薬科大学 北川　裕之 会場 関東地区調整機構 中村　智徳 会場

近畿地区調整機構 名徳　倫明 Web

来賓 中国・四国地区調整機構 三宅　勝志 Web

所属 氏名（敬称略） 九州・山口地区調整機構 入倉　充 Web

文部科学省高等教育局医学教育課 大久保　正人 Web 円城寺大樹税理士事務所 円城寺　大樹 Web

厚生労働省医薬・生活衛生局 総務課 磯﨑　正季子 Web 星薬科大学 牛島　俊和 Web
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別記 2  配付資料 

 

資料 1： 令和 4年度会員名簿 

資料 2： 令和 3年度事業報告（案） 

資料 3-1： 令和 3年度財務諸表 

資料 3-2： 令和 3年度収支計算書 

資料 4： 監事監査報告書 

資料 5： 役員の常勤について 

資料 6： 令和 4年度事業計画 

資料 7： 令和 4年度予算書 

資料 8： 令和 4年度支部長名簿 

資料 9-1： 薬学教育モデル・コア・カリキュラム改訂の検討体制 

資料 9-2： 薬学教育モデル・コア・カリキュラム（素案）一部抜粋 


