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◎司 会

笠原孝雄ＳＡＡ委員

◎ロータリーソング

『四つのテスト』

◎ソングリーダー
◎ゲスト

横尾博之合唱委員

米山奨学生

デルバさん

◎出席報告

民谷佳子出席委員

会 員 数 出 席 者 出席率
数
34(7)名
（

25(7)名

80.6%

前回

前月

修正率

平均率

93.8%

88.5%

）内は出席免除会員数

◎米山チャリティボックス

上杉順一米山記念奨学委員
大 井 和 子 会 員 小後摩重正会員 坂 巻 照 代 会 員
佐々部宣宏会員 民 谷 佳 子 会 員 根 本 雄 一 会 員
橋浦重己会員 細井順子会員 宮 下 賢 会 員
９名
米山ﾁｬﾘﾃｨﾎﾞｯｸｽ本日合計

１０，０００円

米山チャリティボックス累計

５９，０００円

◎会長報告
①米山奨学生のデルバさんに奨学金をお渡しします。
②９月１２日に創立５０周年記念実行委員会を開催しま
した。詳細は山野井委員長より１０月３日に報告して

◎親睦委員会(今週のお祝)

頂きます。

海野俊彦親睦委員長
＊ 配偶者誕生日祝

天野さち子様(３０日)

③９月１４日に佐々部会員の紹介で、横浜建設の須藤
さんにお会いし入会のお誘いをしました。一度例会

ニコニコボックス本日合計

１３，０００円

ニコニコボックス 累 計

２９２，０００円

にいらして下さいますので、温かくお迎え下さい。
④９月２７日にロータリー財団地区研修会が開催されま
すので、笠原委員長と私で出席致します。

⑤９月２８日に２０２０～２１年度会長指名委員会を行い

◎『学業報告』

米山奨学生 デルバさん

ます。私を含め９名の委員の方、宜しくお願い致しま
す。
⑥１０月３日のプログラムは、地区委員会報告でしたが、
小笠原さんの入会式及びイニシエーションスピーチと
なります。

今日は貴重な時間を頂きましてありがとうございます。
横浜薬科大学薬学部６年生のアブドシュクル・デルバ
です。今日は学業報告ということで、学業に特化したス

⑦地区より、米山梅吉記念館５０周年記念事業への特

ライドで今まで勉強したことを発表させて頂きます。

別寄付の依頼が来ています。会員１人当たり２８００

１年生から４年生までやってきたことは、履修科目の

円を社会奉仕の予算から寄付させて頂きます。理事

受講と実験とＣＢＴ試験と OSCE 試験の４つになります。

会の決済が間に合わない為ご了承下さい。
⑧９月末でクールビズは終わります。１０月からネクタ

履修科目の受講については、それぞれの薬剤師の必
要な科目を授業し、試験を受けるということを繰り返し
ました。

イ・上着着用でお願いします。

実験に関しては必要性のある化学実験を行いました。
ＣＢＴ試験は４年にやる試験で、合格しないと５年生に

◎幹事報告
①特に報告はございませんが、私事ですが今日から

進めないという大きな試験です。
ＯＳＣＥ試験はＣＢＴ試験と同じものになっていますが、

１月９日まで都内の大学で講義の仕事が始まります。
卓話の直前に失礼いたしますので、宜しくお願い致し
ます。

ＣＢＴ試験は筆記試験で、ＯＳＣＥ試験は実験の試験で
した。調剤の基本が出来ているか、審査委員は外部か
ら来てもらって試験されます。それらを終えて５年生で
は実習が病院３ヶ月・薬局３ヶ月ありました。

◎委員会報告
①米山奨学委員長会議報告

私は国立村山医療センターに実務研修に行きました。
上杉順一委員

この病院は骨や運動器疾患グループのリーダーとなっ

９月１３日に米山奨学委員長会議が開催され、西山

ている病院で、主に整形外科の先生方が殆どで、リハ

委員長の代理で私が出席して来ました。

ビリや脊髄の病気を主に治しているところでした。

１部は金子ガバナーのご挨拶、東京工業大学研究推

病院での薬剤師の役割は、入退院患者の服薬指導

進室の藤井さんより『留学生支援の意義』の講演。

や調剤、一回分の薬を病棟に運んだり、高齢者の為に

２部の中国の米山学友コン・ユウエさんの卓話は興

一包化するなどの作業をしたり、手術で使う薬の説明

味深いお話でした。最後に佐々部推進委員長より活

なども一緒に体験させて頂きました。
次に私が行った薬局は、サンドラック相模原淵野辺

動方針のお話も頂きました。
海野俊彦委員長

薬局です。サンドラックというと赤い看板を思い出すか

９月２６日の創立記念家族例会と１０月の親睦一泊

と思いますが、青い看板はサンドラック調剤薬局です。

旅行について、是非ご参加お願い致します。

実習したことは処方箋受付とやはり一包化の方が多い

②親睦委員会

ので、一包化マシーンを使って薬を一日分に分けたり、

かったのですが、私は化学や遺伝子が苦手だったので、

在宅医療を行いました。今、薬局では在宅医療が盛ん

敢えてそれを研究することによって、苦手を克服できる

で、出来ないとすぐに潰れてしまうと言われてきていま

のではないかと思いこのテーマにしました。DNA(アデニ

すので、在宅医療も体験させて頂きました。

ン)について研究しましたが、遺伝子解析をする『モエ』

病院と薬局の薬務実習を通して、現場で使われてい

というソフトがあるので、少しご説明します。

る知識や今まで自分が勉強した知識がどのように使わ

遺伝子計算をするソフトで、その扱いが難しく、それを

れるかを体験することが出来たので、今国家試験に向

使って、DNA(アデニン)に似た構造を自分で作り、それ

けて勉強していることが、以前よりわかりやすくなりまし

を DNA に入れて計算させて、その値が良い値だと新薬

た。

の開発につながるという研究でした。結局何回も研究し

６年生になり、今やらなければいけない事は、他の学
年に比べて一番多いです。就職活動をしなければいけ

ましたが、なかなか良い値が見つからず中断していると
ころです。

ませんが、国家試験に受かる前提で就職活動をし、国

卒業試験は今まで大学で勉強した全てが試験範囲

家試験の合否が出てから正式に採用されます。早いと

です。大学の先生方はそれぞれの分野に特化した人

ころだと 2 月から始まっていきます。定期試験もありまし

が多いので、むしろ国家試験より難易度の高いものに

た。7 月に終わりましたが、そちらもまだ必修科目として

なっています。ここで何とかして合格しないといけないと

受験しました。卒業論文を 8 月 31 日までにやらなけれ

ころです。

ばいけなかったのですが、それも終わりました。
薬剤師国家試験の模試が４回あります。実は明日が

国家試験は２日間に亘って９科目の試験をします。
物理、化学、生物、衛生、薬理、薬剤、病態・薬物治療、

一回目です。この模試で取らなければいけない点数を

法規と実務です。この２月２３・２４日は皆さんも是非合

目標に勉強しています。卒業試験は国家試験の前にあ

格を願ってください。

り、１１月１０・１２日にあります。これに合格しないと薬

卒業式は無事に国家試験に合格する予定なので、

学部を出て国家試験を受ける資格がなくなってしまうの

袴もしっかり予約しました。３月７日予定が空いておりま

で、慎重にいかなければいけないところです。

したら是非来て下さい。

最後に国家試験があります。薬剤師国家試験の日
程が先週発表され、今年は２月２３・２４日になっていま

これで私の話を終わります。ご清聴有難うございまし
た。

す。
就職活動ですが、実はまだ活動中です。今、東海大
学病院に志願しており、一次試験も二次試験も先週終
えました。一週間後くらいに発表になりますが、無事に
内定をもらえたら、そこで働く予定です。

◎ニコニコボックス

海野俊彦親睦委員長

宮下賢会長
デルバさん卓話楽しみにしております。
大井和子幹事

次に卒業論文についてお話します。私は『遺伝子の

今日から１月９日まで都内の大学の講義の仕事が

構造化学的計算』というテーマで卒業論文を書きました。

始まります。卓話の直前で早退させて頂きます。宜

他の人たちは自分の得意な分野を論文にする方が多

しくお願い致します

デルバさんようこそいらっしゃいました。

⑤ 委員会報告

橋浦重己会員 笠原孝雄会員 小後摩重正会員

祝宴・司会

市川敏明会員 豊場建伍会員 佐々部宣宏会員

⑥ 乾杯

福嶋昭会員

会食

各委員会
海野俊彦親睦委員長
北見丈治前会長

本日はデルバさんの学業報告を楽しみにしておりま

⑦ ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ「手に手つないで」 横尾博之合唱委員

す。

⑧ 閉会の辞

細井順子会員

根本雄一会長エレクト

今日は当クラブ創立４９周年記念夜間例会です。

デルバさん勉強大変ですね。頑張って下さい。
坂巻照代会員

格式ある元町「霧笛楼」で、会員・ご家族・米山奨学生
のデルバさん・青少年交換学生のキャミアさんも参加さ

ベトナムにマングローブ植林に行って来ました。皆
様にささやかなお土産です。少なくてごめんなさい。
デルバさんの卓話楽しみにしています。
民谷佳子会員

れて総勢２９名。 会次第どおりに進み、９時頃お開きと
なりました。さすがにお料理も美味しく、それぞれのテ
ーブルで話が弾んで、楽しく和やかな雰囲気でした。
海野委員長をはじめ親睦委員の皆様有難うございまし

来週９月２５日(火)より上大岡支店が新型店舗へ改

た。

装しリニューアルオープン致します。ロビーを中心と
した広いスペースでお迎え致しますので、お時間が
ございましたら是非お立ち寄り下さい。お待ちしてお
ります。
海野俊彦会員
急に秋の気配です。まだまだ残暑が心配です。
デルバさんの卓話楽しみにしております。
◎次週の予定
９月２６日(水)18：30～『霧笛楼』 創立記念家族例会
◎会報

根本雄一会報委員
◎１０月の予定
１０月３日(水) 小笠原新会員『ｲﾆｼｴｰｼｮﾝｽﾋﾟｰﾁ』

2018．9．26．[水]18：30～ 第 2368 回例会報告

１０日(水) ・米山月間卓話
横浜港南ＲＣ米山学友 宋宇さん

創立４９周年記念夜間例会 元町『霧笛楼』
例会・司会

・会長ノミニー発表

阿曽輝彦 SAA 委員長

① 開会の辞

橋浦副委員長

② ゲスト・ご夫人・ご家族の紹介

宮下賢会長

③ 会長報告及び挨拶

宮下賢会長

④ 幹事報告及び挨拶

大井和子幹事

１７・１８日(水・木) 親睦一泊旅行
『観音崎京急ホテル』
２４日(水)

会員卓話

３１日(水)

休会

◎会報

坂巻照代会報委員

