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一般社団法人 薬学教育協議会 

第 66回理事会議事録 

 

日  時：令和 4 年 5月 31日（火）10：00～12：00 

（ZOOMによる WEB 会議） 

会  場：（ホスト会場）薬学教育協議会事務局 

出 席 者：別記 1 

配付資料：別記 2 

 

 

○定足数について 

第 10期理事 16名中 15名の理事が出席しており、定款第 37条に定める定足数を満たしているので、

本理事会は成立すると本間代表理事が宣言した。（まもなく全員出席となった。） 

 

○議案 

1. 令和 3年度事業報告（案）について 

資料 1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説明した。なお、各支部の事

業報告（案）は、昨年度と大きな変化は無いことから、説明は割愛した。令和 3 年度事業報告（案）

は異議なく承認された。 

 

2. 令和 3年度決算報告（案）について 

資料 2-1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。令和 3年度

決算報告（案）は異議なく承認された。 

 

⚫ 監事監査報告 

資料 3に基づき、令和 3年度における会計及び業務の監査について、齊藤監事が監査報告を行

った。 

 

3. 支部長の委任について 

資料 4に基づき、北海道地区、東北地区、近畿地区、及び中国・四国地区の支部長の選出につ

いて本間代表理事が説明した。各支部長の委任について異議なく承認された。 

 

4. 役員選挙の開票立会人の選任について 

資料 5に基づき、関藤事務局長が理事選挙のスケジュールについて説明した。 

第 11期理事選挙の開票にあたり、社員代表者から開票立会人として松田 佳和 氏（日本薬科大

学薬学部）と鳥山 正晴 氏（日本大学薬学部）の 2 名を本間代表理事が推薦した。立会人につい

て異議なく承認された。 
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5. 学術正会員の選任について 

資料 6、参考資料 1および略歴（当日提示資料）に基づき、本間代表理事が説明した。学術正

会員である伊東専務理事は、今期で学術正会員を任期満了により退会することとなるため、新た

な学術正会員（理事候補者）として本間代表理事が以下の 2名を推薦した。学術正会員の選任に

ついて、異議なく承認された。 

・富岡 佳久 氏（東北大学大学院薬学研究科 教授） 

・鈴木 匡 氏（名古屋市立大学薬学部 教授） 

 

6. 第 21回社員総会について 

資料 7に基づき本間代表理事が説明した。第 21回社員総会を令和 4年 6 月 24 日に、新型コロ

ナウイルス感染拡大防止のため、Zoomを用いたハイブリッド開催で行うこと、また、社員総会議

事次第について異議なく承認された。 

 

7. 役員の常勤について 

本件について、社員総会の議題として、本理事会の議案とすることとなった。議案内容が説明

され、理事会後資料が送付され総会議案として承認された。 

 

○報告事項 

1. 令和 4年度会員名簿の確認 

資料 8に基づき、令和 4年度薬学教育協議会会員を確認した。 

 

2. 認定実務実習指導薬剤師 認定事業の報告 

資料 9（認定実務実習指導薬剤師認定制度実施要領（修正版））について、第 65 回理事会にて

指摘があり修正した箇所について本間代表理事が説明した。理事会後、別表の一部を修正した

委員会規則が資料として送付され、了承された。 

 

3. 病院・薬局実務実習中央調整機構委員会の報告 

資料 10に基づき、本間代表理事が報告した。 

 

4. 薬学教育教科担当中央会議の報告 

資料 11 に基づき、本間代表理事が報告した。 

 

5. 文部科学省委託事業について 

資料 13-2に基づき、本間代表理事が報告した。 

 

6. その他 

認定実務実習指導薬剤師認定制度について、十分な周知を行って欲しいと山本理事から意見が

出された。 
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以上、相違ありません。 

 

 

令和 4 年 6月 10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） 

 

 監 事  三 輪 亮 寿 

（押印済み） 

 

 監 事  齊  藤  勲 

（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 66 回理事会出席者名簿 

 

 氏名（敬称略） 所属・役職 出欠 

代表理事 本間 浩 北里大学名誉教授 ○ 

専務理事 

業務執行理事 
伊東 明彦 帝京平成大学薬学部 ○ 

業務執行理事 平田 收正 和歌山県立医科大学薬学部 ○ 

理事 根東 義則 東北大学大学院薬学研究科 ○ 

理事 加藤 博章 京都大学大学院薬学研究科 ○ 

理事 中村 明弘 昭和大学薬学部 ○ 

理事 奥 直人 帝京大学薬学部 ○ 

理事 越前 宏俊 明治薬科大学 ○ 

理事 後藤 直正 京都薬科大学 前学長 ○ 

理事 宮田 興子 神戸薬科大学 前学長 ○ 

理事 井上 圭三 一般社団法人 日本私立薬科大学協会 ○ 

理事 西島 正弘 一般社団法人 薬学教育評価機構 ○ 

理事 山本 信夫 公益社団法人 日本薬剤師会 ○ 

理事 木平 健治 一般社団法人 日本病院薬剤師会 ○ 

理事 佐々木 茂貴 公益社団法人 日本薬学会 ○ 

理事 白幡 晶 城西大学 ○ 

監事 三輪 亮寿 三輪亮寿法律事務所 ○ 

監事 齊藤 勲 元厚生省大臣官房 ○ 

顧問 百瀬 和享 昭和大学名誉教授 ○ 

顧問 須田 晃治 明治薬科大学名誉教授 欠 

税理士 円城寺 大樹 円城寺大樹税理士事務所 ○ 

  



5 

別記 2  配付資料 

 

配付資料 

資料 1： 令和 3年度事業報告（案） 

資料 2-1： 令和 3年度財務諸表 

資料 2-2： 令和 3年度収支計算書 

資料 3： 監事監査報告書（前日送付） 

資料 4：  令和 4年度支部長名簿、支部長候補者届 

資料 5： 理事選任の手続き（スケジュール） 

資料 6： 学術正会員候補者 

資料 7：   第 21回社員総会議事次第（案） 

資料 8： 令和 4年度会員名簿 

資料 9： 認定実務実習指導薬剤師認定制度実施要領 

資料 10： 第 44回病院・薬局実務実習中央調整機構委員会議事録 

資料 11： 第 8回薬学教科担当教員中央会議議事録 

資料 12： 一般社団法人薬学教育協議会 定款 

資料 13-1： 第 1回薬学教育調査・研究・評価委員会議事次第 

資料 13-2： 薬学教育モデル・コア・カリキュラム改訂の検討体制 

 

参考資料 1：（定款細則第 1号）会員規則 

参考資料 2：（定款細則第 2号）役員選任に関する基本規則、運用規則 

参考資料 3：第 65回理事会議事録 

 


