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評議員会便り

平成 26年度　愛知学院大学薬学会　総会議案集

１．開催日時　：平成 26年 4月 30日（水）15時 30分から

２．開催場所　：薬学棟 2階　203室

３．付議事項

第 1号議案　平成 25年度　決算案の件（下記参照）
第 2号議案　平成 26年度　予算案の件（下記参照）
第 3号議案　平成 26年度　事業計画の件（下記参照）
第 4号議案　その他

第 1号議案

平成 25年度愛知学院大学薬学会会計報告

収入の部 支出の部

項目 金額 項目 金額

前年度繰越金 6,064,820 薬学会誌印刷費（1,200部） 970,200 
学生入会金・会費（春・秋） 1,996,500 薬学会誌発送費（企業・大学・

名誉会員：37ヶ所） 54,841 
教員入会金・会費 144,000 
広告費（薬学会誌） 460,000 ハガキ代・切手代等 11,380 
著作物複写利用料分配分 12,143 その他の発送費 17,850 
利息 957 講演会謝金・宿泊費・交通費

等（政田　幹夫先生）
54,791 

計 8,678,420 
今年度計 2,613,600 学生学会補助 197,780 

振込手数料 840 
次年度繰越金 7,370,738 

計 8,678,420 
今年度計 1,307,682 
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鑑査人書名書類（資料１）

第 2号議案

平成 26年度予算案

収入の部 支出の部

項目 金額 項目 金額

前年度繰越金 7,370,738 薬学会誌印刷費（1,200部× 2） 2,000,000 
学生入会金・会費（春・秋） 2,000,000 発送費等 80,000 
教員入会金・会費 150,000 講演会費（謝金・宿泊費等） 100,000 
広告費等 400,000 学生交通費補助 300,000 
著作物複写利用料分配分 20,000 学生白衣 700,000 
利息 1,000 雑費 100,000 

計 9,941,738 次年度繰越金 6,661,738 
年度計 2,571,000 計 9,941,738 

年度計 3,280,000 
第 3号議案
・ 会誌発行　（平成 26年 12月　予定）
・ 講演会開催
・ 学生向け教育・研修活動への援助

第 4号議案
・ 薬学部創設 10周年記念誌発行
・ 新 5年生に白衣（愛知学院大学ロゴ入り）の支給

その他

平成 26年度　役員（平成 27年 3月まで）
・ 会　長： 櫨　彰

・副会長： 佐藤　雅彦

・監　事： 中西　守、井上　誠

・庶務、教育・研修： 上井　優一
・書記、会誌編集： 森田　雄ニ

・会計： 伊納　義和

・庶務、会誌編集： 恒川　由已
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平成 26年度　第 1回　愛知学院大学薬学会評議員会　議事録

日時　　：平成 26年 4月 3日（木）　10時～ 11時 30分
場所　　：大会議室

出席者　：櫨　彰、佐藤　雅彦、森田　雄ニ、上井　優一、伊納　義和、恒川　由已

議題

１．平成 25年度事業報告
　1） 会誌発行 第六巻　1,200部印刷した。
　2） 総会開催 H25年 5月 16日（木）開催した。
　3） 講演会  福井大学医学部付属病院　政田 幹夫教授
 薬学教育に求めるもの　―医療現場からの意見―

 の講演を行った。

２．平成 25年度決算報告（別紙）
　 　収入並びに支出について報告があった。収入において広告費が 24社と昨年度より増
えたため増収となった。支出の部では、大学への会誌発送費を東海地区のみとしたた

め支出が予算額より削減された。また、学生学会援助費は、協定を結んだ漢陽大学に

学生 5名の研修を援助したため予算より増えたことが報告された。

３．平成 26年度事業計画（案）
　1） 会誌発行　第七巻（総説、原著、業績リスト、その他）
　　・印刷冊数　　　　　1,200部を印刷することとなった。
　　・原稿締め切り　　　9月初旬とし、12月中に発行を予定することとなった。
　　・印刷会社：仙台共同印刷とすることを確認した。

　　掲載項目

　　・巻頭言　　：　医療生命薬学研究所　村木先生に依頼することとなった。

　　・総説　　　：　加藤宏一先生に昨年度内諾をえている。

　　・学会・研究会報告　：　公的機関からの派遣依頼があったとき、援助することとした。

　　・学生への学会援助に伴う報告書　：　学会発表があれば援助することとした。

　　・25年度 FDワークショップ（WS）報告　：　１月開催した FD WSを掲載する。
　　・医薬生命薬学研究所報告　：　  3月に開催したシンポジウムについて村木先生、森田、

小川、鈴木先生に報告書を依頼することとなった。

　　・講座紹介・業績リスト　：　例年通り掲載することとなった。
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　　・5期生　卒業論文課題一覧　：掲載することとなった。
　　・評議員会便り　：例年通り掲載することとなった。

　　・投稿規定　　　：変更ないことを確認した。

　　・薬学会会則　　：変更ないことを確認した。

　　・協賛広告をカラー印刷も可とする。

　2）　薬学部設立 10周年記念誌　発行について
　　別紙　（H25年度第 2回評議員会議事録）での内容を確認した。
　＜内容＞

　　①発行部数　1200部（卒業生 100部程度を含む）
　　②配布　　　10周年記念パーティー（予定）で配布
　　③掲載内容

　　　・薬学部 10年の歩み
　　　・寄稿（ 学院長、学長、歴代学部長、歴代大学院研究科長、医療生命薬学研究所長、

前教授）

　　　・卒業生「薬学部の思い出」　第１～４期生まで

　　　・各講座の 10年の歩み・沿革（各講座 1頁程度）
　　　・薬学部在籍教職員名

　　④経費　　10周年記念誌発行にかかる費用とする。

４．総会開催

　　日時：4月 30日（水）　午後 3時～
　　場所：203室
　　議題：第 1回評議員会議事内容
　上記のように行うこととした。また、会員にはメールで開催案内および出欠をとるこ

ととした。

５．今後の予定

　・4月下旬 評議会開催

　・5月上旬 総会開催

　・寄稿依頼 4月　会長名で依頼
　・掲載写真 教授会・メールで依頼、収集

　・6月上旬 寄稿文締め切り

　・6～ 8月 校正

　・8月 上旬発行
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　・分担については、評議員で話し合うこととする。

６．その他

　・新５年生に白衣（愛知学院のロゴ入り）を支給する。

　・海外薬学部訪問、地域連携活動に参加する学生にも交通費を最大３万円支給する。

　・講演会は京都薬科大学学長　乾　賢一先生に依頼する。

７．予算案

　・議論した内容を踏まえ、予算案を修正することとなった。



－ 110 －

平成 26年度　第 2回　愛知学院大学薬学会評議員会　議事録

日時　　：平成 26年 5月 2日 (金 ) 14時～ 15時
場所　　：薬学部大会議室　

出席者　：櫨　彰、佐藤　雅彦、森田　雄ニ、上井　優一、伊納　義和、恒川　由已　

議事録

１．学生向け教育・研修活動への援助

　①費用について

　協議した結果、現状維持で、宿泊費は援助しないこととする。

　②白衣（新 5年生）
　 協議の結果、ロゴマークをつけることに決まった。またデザインはワッペンの場合 (A)
を、刺繍の場合（B）とする。どちらのデザインにするかは、今後の検討課題とする。
また新５年生だけでなく、教員の白衣も援助することになった（教員に関しては３年

から５年おきに新しい白衣を援助する）。

 （A） （B）

２．その他

乾　賢一教授（京都薬科大学学長）の講演会は、5月 28日（水）13：30から開催される
ことが決まった。
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平成 26年度　第 3回　愛知学院大学薬学会評議員会　議事録

日時　　：平成 26年 7月 8日（火）14時～
場所　　：薬学部大会議室　

出席者　：櫨　彰、佐藤　雅彦、森田　雄ニ、上井　優一、恒川　由已

欠席者　：伊納　義和（実習のため）

議題

１．10周年記念誌　編集について
　　評議員による編集を行った。

その他
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平成 26年度　第 4回　愛知学院大学薬学会評議員会　議事録

日時　　：平成 26年 7月 11日 (金 ) 14時～
場所　　：薬学部大会議室　

出席者　：櫨　彰、佐藤　雅彦、森田　雄ニ、上井　優一、伊納　義和、恒川　由已

議題

１．10周年記念誌　編集について
　　評議員による編集を行った。

その他


