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ダイジェスト

■平成31年度　活動報告
◆会　　議　令和元年６月８．９日　幹事、支部長会報告　金沢東急ホテル

◆平成30年度　事業部報告
＊研修会開催実績報告 
＊「医療人」への講師派遣報告
＊会誌関連報告
＊地区別懇談会への出席、参加状況
＊北陸大学同窓会活動報告
＊北陸大学全学同窓会 in 金沢2018　報告
＊決算報告
＊監査報告

◆令和元年度事業報告　
事業予定内容検討

＊研修会開催予定報告 
＊「医療人」への講師派遣予定
＊会誌「ほくりく」関連　投稿の依頼
＊地区別懇談会への出席、参加状況確認
＊北陸大学同窓会活動の報告
＊北陸大学同窓会 in 山口下関2019　小規模開催予定
＊北陸大学同窓会の在り方について ( 将来１本化？ )

令和元年６月30日に各部同窓会の役員会に出席して意見交換
＊予算案報告
＊各支部定数の見直し
＊来期会長選挙について
＊新旧代議員総会の開催　

日時：令和２年６月13.14日
場所：金沢東急ホテル

第1部

第2部
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＝平成30年度生涯教育研修会＝
１　北陸支部（金沢）平成30年10月７日　北陸大学太陽が丘キャンバス
　　研修会10:00〜交流会12:00〜　21名出席

２　東海支部 ( 名古屋）
　　平成30年10月22日
　　愛知県薬剤師会館　
　　研修会13：30〜　交流会15：30〜　47名出席

「北陸大学全学同窓会 in 金沢2018」
平成30年９月23日
金沢東急ホテル同窓生 493名出席

◆「医療人」講師派遣
　＝薬学部１年次生に対する特別講義をおこないました。
　  北陸大学では「医療人」特別講義を実施し、医療の最前線で活躍する卒業生から講義を行い、多様な人生観に触れ 

将来の医療人として第一歩踏み出してもらうことを目的に行われています。

平成 30 年
６月 22 日（金）

15:45 ～
16:55

製薬企業薬剤師

卒
業
生

佐々木　敏之
日東メディック㈱
営業本部　営業部
薬友会北陸支部代議員

６月 29 日（金）
15:45 ～
16:55

薬局経営者 藤本　高弘
プラチナ薬局経営者兼薬局薬剤師
薬友会生涯教育担当幹事

７月６日（金）
15:45 ～
16:55

基礎研究者 竹内　正義
金沢医科大学
総合医学研究所先端医療研究領域

７月 13 日（金）
15:45 ～
16:55

病院薬剤師 西上　潤
独立行政法人 
地域医療機能推進機構 

（JCHO：ジェイコー）金沢病院　薬剤科長

７月 20 日（金）
15:45 ～
16:55

医薬情報担当者 三ツ間　泰弘
第一三共㈱
薬友会会長

◆地区別保護者懇談会に出席し同窓会の活動報告
　  大学主催 主な地区別保護者懇談会に可能な限り幹事・支部長・代議員が出席し同窓会の役割・活動内容についてご

説明致しました。

◆日本薬剤師学術大会に併せ同窓会実施予定
　  令和元年10月13日
　  北陸大学同窓会 in 山口下関2019　小規模開催予定です。

　　今後も日本薬剤師学術大会において開催を予定しております。
　　2020年 10月10日札幌市
　　2021年 ９月19.20日福岡市
　　2022年 10月9.10日仙台市
　　2023年 10月8.9日和歌山
　　詳細は HP にて随時更新、掲載予定です。
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■生涯教育研修会のお知らせ
【関東地区】

開催地 日時／内容

東京都

日　時：令和元年 11 月 23 日（土・祝）11:00 ～ 13:00（受付：10:30 より）
場　所：渋谷エクセルホテル東急　６階　プラネッツルーム
内　容：演題①「北陸大学の現状報告」学校法人北陸大学　理事　泉　洋成　氏
　　　　演題②「都心部で行う医療連携を支える薬剤師の役割“こっそり”教えます」
　　　　　　　　大阪府済生会中津病院　薬剤部長　萱野　勇一郎　先生
参加費：5,000 円（研修単位不要の方、懇親会不参加の方も一律となります）

【北陸地区】

開催地 日時／内容

石川県
（金沢市）

日　時：令和元年 10 月 19 日（土）10：00 ～ 12：30（受付９：30 より）（学園祭同日）
場　所：北陸大学太陽が丘キャンパス１号棟　301F 講義室
内　容：未定。講演会を２題行う予定です。
会　費：1,000 円（研修シールが必要な方のみ、不要の方は無料）

福井県
（福井市）

日　時：令和元年 11 月 23 日（土・祝）14：00 ～ 16：30（受付 13：30 より）
場　所：福井県福井市地域交流プラザ　研修室 605
内　容：未定。講演会を２題行う予定です。
会　費：1,000 円（研修シールが必要な方のみ、不要の方は無料）

懇談会：17：00 ～ 19：30
場　所：炭火ステーキキッチン＆バル AOSSA MALL ３階（研修会会場同一ビル３階）
参加費：4,000 円

富山県
（富山市）

日　時：令和元年 12 月 14 日（土）16：00 ～ 18：00（受付 15：30 より）
場　所：ボルファートとやま４階　翡翠の間
内　容：①演題：「地域医療を支える薬剤師の役割」
　　　　　　　　大阪府済生会中津病院　薬剤部長　萱野　勇一郎　先生

②演題：未定
会　費：1,000 円（研修シールが必要な方のみ、不要の方は無料）

懇談会：18：00 ～ 20：00
場　所：ボルファートとやま３階　ルビーの間
参加費：4,000 円

（注意）今年度より研修シール発行には事前に薬剤師登録番号が必要になります。
研修シールが必要な方は、薬剤師免許証をご確認の上申し込んでください

・今年度は参加費を徴収し下記支部で研修会を企画する
・案内出欠ハガキは「ほくりく」に同封

東海支部 10月20日
愛知県薬剤師会館

関西支部は封書により案内
（出欠は fax、QR コード）
〇関西支部 
令和２年２月９日11時から
ホテルグランビア大阪
研修会の詳細は HP にて随時更新、掲載予定です
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◆令和元年度も薬学部１年次生に対する特別講義をおこないました。

１ ６月 19 日（水）
13:20 ～
14:50

製薬企業薬剤師

卒
業
生

佐々木　敏之
日東メディック㈱
営業本部　営業部
薬友会北陸支部代議員

２ ６月 26 日（水）
13:20 ～
14:50

薬局薬剤師 北山　朱美
メディ菊川薬局
薬剤師
本学薬学部准教授

３ ７月３日（水）
13:20 ～
14:50

病院薬剤師 西上　潤
独立行政法人 
地域医療機能推進機構 

（JCHO：ジェイコー）金沢病院　薬剤科長

４ ７月 10 日（水）
13:20 ～
14:50

医薬情報担当者 三ツ間　泰弘
第一三共㈱
薬友会会長

５ ７月 17 日（水）
13:20 ～
14:50

がん専門薬剤師 高橋　喜統
金沢医科大学病院
薬剤部薬剤師

６ ７月 24 日（水）
13:20 ～
14:50

基礎研究者・
大学教員

宇佐見　則行 本学薬学部教授

◆地区別保護者懇談会に出席し同窓会活動の報告を致します
　  今年度（６月週末開催）の松雲友の会主催の主な地区別保護者懇談会に可能な限り幹事・支部長・代議員が出席し

薬友会の役割・活動内容について説明致しました。
　  詳細は HP にて随時更新、掲載予定です。

北陸大学同窓会 in 山口下関2019　開催決定

日時：2019年10月13日 18時00分 開始
場所：炭焼たぬき TEL 083-232-4781
山口県下関市細江町１－５－６ 下関駅から徒歩10分

会費：5,000円　定員30名

ホテルは少なめですが、知り合いをお誘いの上、お越し下さい。

大学のHPより卒業生の皆さんへ
同窓会からお入りください
http://hu-dousoukai.net/yakuyukai/
全国の卒業生の皆さん、薬友会HPを是非ご覧ください。
そして卒業生の集いにご参加下さい。
（http://hu-dousoukai.net/yakuyukai/）

薬友会ホームページのご案内
●薬友会組織　事業の会則掲載
●同窓会雑誌『叡智』について掲載
●決算報告・予算等について掲載
　（ID・パスワード必要）

http://u０u0.net/IfvQ
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