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since 1 927 0MC Hist~ry 

学校法人大阪医科薬科大学 

大阪医科大学 
（現・大阪医科薬科大学） 

創立100周年 
記念事業募金 

―病院新本館建築― 

1926 大正15年 

1927 昭和 2年 

1929 昭和 4年 

1930 昭和 5年 

1935 昭和10年 

1941 昭和16年 

1946 昭和21年 

1948 昭和23年 

1950 昭和25年 

1951 昭和26年 

1952 昭和27年 

1956 昭和31年 

1959 昭和34年 

1965 昭和40年 

1968 昭和43年 

1975 昭和50年 

1977 昭和52年 

1978 昭和53年 

1979 昭和54年 

1982 昭和57年 

1990 平成2年 

1994 平成6年 

1997 平成9年 

要項 

大阪高等医学専門学校設立認可願提出 

財団法人大阪高等医学専門学校設置認可 

大阪高等医学専門学校開校認可（修業年限5年） 

大阪高等医学専門学校附属看護婦学校設立認可 

本館、解剖館、別館、附属病院、臨床講堂竣エ 

三島病院（附属病院）開院 

本館屋上塔に大時計を設置 

新講堂と生理学実習室竣工 

大阪医科大学設置認可（旧制大学） 

大阪医科大学予科設置 

医学部開学認可 

附属看護婦学校（新制）開校 

学校法人大阪医科大学認可（組織変更に依る） 

学校法人高槻高等学校認可 

附属看護婦学校（新制度乙種）設置認可 

大阪医科大学設置認可（新制大学）現在に至る 

大阪高等医学専門学校廃校 

学位規程制定認可 

大阪医科大学大学院医学研究科設置認可 

大阪医科大学進学課程設置認可 

京都大学化学研究所跡土地建物と等価交換 

講義実習棟竣工 

創立50周年記念式典開催 

大阪医科大学附属看護専門学校設置認可 

体育館竣工 

大阪医科大学附属看護専門学校3年課程（全日制）設置認可 

総合研究棟竣工 

特定機能病院承認 

本館・図書館棟竣工 

創立70周年記念式典開催 

文字通り、ゼ口からの出発 

何もない更地に、学舎をつくる．重機などを 

満足に調達できない中、多くの作業工程は学 

生と職員による’手作り二その姿は“人問の 

手を介した欧の象徴のようにも映ります。 

2003 平成15年 

く● 2005 平成17年 

2006 平成18年 

2007 平成19年 

2009 平成21年 

2012 平成24年 

2013 平成25年 

2014 平成26年 

2015 平成27年 

2016 平成28年 

2017 平成29年 

2018 平成30年 

2021 令和3年 

別館が国の有形文化財に登録 

大阪医科大学附属 

看護専門学校新校舎竣工 

病院7号館竣工 

新講義実習棟竣工 

歴史資料館設置 

創立80周年 

大阪医科大学健康科学クリニック開設 

大阪医科大学看護学部設置認可 

大阪医科大学附属看護専門学校閉校 

大阪医科大学大学院看護学研究科設置認可 

学校法人大阪医科大学と学校法人高槻高等学校の法人合併 

大阪医科大学訪問看護ステーション開設 

大阪医科大学三島南病院開設 

中央手術棟竣工 

学校法人大阪医科大学と学校法人大阪薬科大学の法人合併 

創立90周年記念式典開催 

関西BNCT共同医療センター竣工 

大阪薬科大学と統合 「大阪医科薬科大学」に改名 

2027 

ご支援のお願い 

大阪医科大学（現・大阪医科薬科大学）は、私立大学として篤志家によって設立され、 

卒業生のお力添えをいただきながら、維持・運営され、成長してきた歴史があります。 

皆さまの温かいご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。 

募金目的 大学病院新本館建築に係る資金の一部、 

並びに学生支援体制の充実を図る 

募金目標額 10億円 

募集期間 2018年10月～2027年3月 

金 額 個人 1口1万円、法人 1口10万円 

顕 彰 個人、法人ともに5口以上ご寄付いただいた方は、 

銘板にご芳名をしるし、末永く顕彰いたします 

特 典 個人10口以上、法人5口以上ご寄付をいただきました方は、 

健康科学クリニックの人間ドツク（基本コース）1回分の 

無料受診券を進呈します。 

申込方法 

https :I/www.omp.ac.jp/donation/index.htm I 

税制上の優遇措置 

鷲 

学校法人大阪医科薬科大学は特定公益増進法人であり、大阪医科薬科大学に 

対するご寄付は所得税・法人税‘相続税の税制上の優遇措置を受けることが 

できま支また一部の自治体では、個人住民税の税額控除の対象となります。 

［お問い合わせ］学校法人大阪医科薬科大学募金推進本部 TEL 072-684一7243 
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新年の御挨拶 

大阪医科大学仁泉会 

理事長 安藤嗣彦（学20 期） 

新年あけましておめでと 

うございます。 

3年にも及んだCOVID-1 9 

感染症も最近は新規感染者も 

大幅に減少し、やっと落ち着 

いた新年が迎えられると思って 

いた矢先、南アフリカよりオミク 

ロン株と言われる新型のコロナ 

ウイルスが世界的に流行の兆しをみせ始めました。私達 

医療従事者にとっては“今年もか”という思いですが、 

マスク、ワクチン、換気等の従来通りの対策で乗り切る 

しかありません。 

今年の干支は寅です。トラキチの多い関西人には 

更にヒートアップしたプロ野球シーズンとなる事で 

しょう。大型新人の佐藤輝明のホームラン王が正夢 

である事を願うものです。 

仁泉会では、コロナ禍により3年間の間ほとんど 

支部会が開催されず、各学年のクラス会報告もあり 

ません。これ程長期間にわたって会が開催されな 

かった事は記憶にありません。普段は支部会やクラ 

ス会の記事で誌面が埋まっていましたが、報告が皆 

無の為、仁泉会報の編集業務にも大きな支障となり 

ました。仁泉会理事、支部長並びにクラス評議員の 

先生には、原稿依頼をお願いいたしましたが、快く 

弓は受けいただき、改めて御礼申し上げます。 

因みに、対外的には全国の私立医科大学医学部の 

同窓会組織で構成される全国私立医科大学同窓会の 

全国会、西部会も開催されませんでした。 

さて、昨年は大阪医科大学と大阪薬科大学の完全 

統合が実現しました。これに伴い、一般社団法人大 

阪医科大学仁泉会の名称も一般社団法人大阪医科薬 

科大学仁泉会と変更する予定です。この変更につき 

ましては、今年の総会で了承を得た上で、法務局に 

名称変更の届を出す予定です。 

大学統合に伴い、当大学は医学部、看護学部、薬 

学部の医療系大学となり、キャンパスも大学近辺に 

集約される計画です。昨年から入学式は合同で開催 

されていますが、高槻現代劇場大ホールが満員とな 

る人数で驚嘆しました。 

創立100周年事業としての新病院棟の工事も 

着々と進行し、本年度には、12階の高層A病棟が 

その全貌を見せる予定となっています。 

同窓会活動の原点は、年齢を越えた会員相互の親 

睦です。この達成には各支部が活発に活動を続ける 

事が大切です。仁泉会では各支部会の開催時には、 

母校教授の講師の先生の講演会や仁泉会理事による 

大学の現状の報告や賛助金による支部会の援助も 

行っています。また、クラス会開催に関しましては、 

仁泉会報への予告案内や案内状の発送の業務も行っ 

ています。お気軽に仁泉会事務局へお尋ねください。 

本年が穏やかな1年である事を願っています。 

-3 ー 
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新年のあいさつ 

―大学の発展と 

高槻市の街づくりー 

学校法人大阪医科薬科大学 

理事長 植木賓 

明けましておめでとうご 

ざいます。良い新年をお迎 

えのこととお慶び申し上げ 

ます。 

世界を含め本邦は、約2 

年間にわたり拡大を繰り返 

した新型コロナウイルス感 

染症と、経済や社会生活を 

犠牲にして闘ってまいりました。ようやく日本は、 

11月に入ってワクチン接種（ワクチン2回接種率 

76. 4%:2021 年11月）の効果もあり、感 

染者数の減少が見られ、新たな変異株の出現もあり 

油断はできないものの、経口ワクチンの開発や様々 

な治療薬の使用、新薬の開発がなされていることは 

明るい見通しが立ったと思われ、ご同慶の至りです。 

扱、本学法人は、ご承知のように昨年4月1日に 

医大と薬大が統合し、医療系大学として大阪医科薬 

科大学が誕生しました。医学部・薬学部・看護学部 

が揃ったことで、単科大学では見えなかった医療科 

学の総体を捉える環境が整い、教育・研究、そして 

医療の実装に活かせる状態となり、早速に多職種連 

携教育（I PE）が始まり、リベラル教育を含め医 

療マインド教育など3学部による合同講義が進めら 

れています。 

医療教育では、大学病院は3学部における共通の 

臨床実習の場であり、常に臨床力の向上が求められ 

ます。本学法人は、大学病院の全建替えを決定し、 

まず2015年に最新鋭の中央手術棟が完成し、そ 

して本邦に2施設しかない最新のがん治療を行うホ 

ウ素中性子捕捉療法（BNCT）施設である関西B 

NCT共同医療センターが2018年に竣工、両施 

設はがん治療及び研究面での中心施設になって稼働 

しています。そして次に、大学病院の中核となる病 

院新本館A棟の建築が2020年8月から始まっ 

て、昨年12月には最上階の12階まで建ち上がっ 

て【写真1]、今年1月から内装と重機器の据え付 
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けが始まり、5月に竣工、7月1日に開院致します。 

この1階には高槻市等3市1町が運営してきた三島 

救急医療センターが入り、地域の三次救急を含めた 

救急医療の中核となります。8月からは新本館B棟 

の建築に向けた既存建物の解体工事が始まる予定 

で、3年後の完成の暁には、本部キャンパスは大き 

く変貌すると思われます。 

また、本学法人が擁する中等教育機関の高槻中学 

校・高等学校は、5年にわたるキャンパス全面整備 

を終え、さらなる教学力向上に注力しており、男女 

共学制になって5年目となる現在、生徒の学力の向 

上は目覚ましく、数年後に進学トップ校への飛躍が 

期待されます。 

次に、本学法人は将来構想として高槻市奈佐原に 

ある薬学部の機能を段階的に本部キャンパスとその 

近郊に移設するため、安満遺跡公園横（阪急電車線 

路沿い）に、まず1万市強の土地を購入しています。 

また、大学付属の三島南病院（高槻市玉川）は、建 

物の老朽化もあり、高槻市を含む3市のいずれかの 

駅近への新築移転を計画しています。また、リハビ 

リを担う理学療法士や作業療法士、臨床検査技師な 

どを養成する新学部及び高槻中学校・高等学校に繋 

がる初等科としての高槻小学校並びに幼稚園の設置 

を構想しています。 

一方、高槻市は、JR高槻駅南地区【図1】の再々 

開発をするため、同南地区まちづくり協議会の発足 

を公表しました。この地区はまさに高槻市の顔とな 

る玄関口となり、高槻センター街から阪急駅前の商 

店街並びに大阪医科薬科大学・大学病院を抱え、市 

役所、高槻現代劇場、文化ホール、建設中の高槻城 

公園芸術文化劇場、そして昨年完成した広大な安満 

遺跡公園への出発点となります【図2]。高槻市は 

大阪市と京都市の中間に位置し、JR高槻駅は新快 

速及び一部特急電車の停車駅となり、また名神高速 

道路のインターチェンジ設置とともに新名神高速道 

が開通し、起点となりました。そして市は今城塚古 

墳公園や安満遺跡公園を整備し、医療等の整った住 

み易い街として評価されるようになりました。本大 

学及び大学病院の在る本部キャンパスは阪急高槻市 

駅前にあり、JR高槻駅南口からは徒歩7分に位置 

しており、多くの患者さんをはじめ教職員、学生・ 

生徒はJRを利用しています。駅前から大学北門前 

を通って安満キャンパスや安満遺跡公園を貫通する 

高垣線は、街なかの交通網の整備上、重要な幹線道 
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12階床躯体工事 
（撮影：2021年11月） 

病院新本館A棟 一2022年7月1日開院― 

全体完成予想パース（2025年頃） 

路と思われます。本学法人としては、今回のJR高 

槻駅南地区の再々開発で駅前広場の拡大、地下駐車 

場の整備、バスターミナルの整備、本格的ホテルの 

誘致、有名店が入るショッピングモール、市役所の 

一部機能や各大学が利用できる会議施設など、高槻 

市の表玄関となるスーパースマートシティとしての 

まちづくりを期待しています。 

本学法人は当該まちづくりへの連携として、大学・ 

中高校の入試広報の窓口や生涯学習センターなどの 

サテライトオフィスや第2健康科学クリニック（消 

化器検診センター等）の設置が考慮されます。また、 

本格的ホテルを誘致できれば、多くの学会や懇親会、 

宿泊など、本学法人の利用度は大きいと思われます。 

本部キャンパスは、ご承知のように、現在、大学 

病院の全体建替え事業に基づき工事を進めており、 

今後の建築計画を進めるにあたり、病院西側への進 

出を計画しており、JR高槻駅南口に通じる近い位 

置にも校門を設けたいと考えています。 

現在、法人が所有するキャンパスー覧【図3】で 

お示し致しますように、本部キャンパスは西側や北 

側へ拡張していることがお判りいただけると思いま 

すが、ゆくゆくは医学部、大学病院、薬学部、看護 

※左端建物は 
病院6号館 

（撮影：2021年11月） 

学部、そして高槻中学校・高等学校の諸施設を本部 

キャンパスやさわらぎキャンパスとその近隣に集約 

していきたいと考えています。 

新春を迎えるにあたり、法人・大学の発展やその 

基盤となるキャンパス造りは、主要駅である阪急高 

槻市駅とJR高槻駅南地区の双方のまちづくりに 

マッチさせて拡大させていくことが重要と考え、本 

ニユース新年号にご紹介申し上げた次第です。 

仁泉会の皆様の本年のご健康と益々のご活躍を祈 

念申し上げまして、新年のご挨拶と致します。 
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JR高槻駅南地区再々開発 
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新年の挨拶 

大阪医科薬科大学 

学長 佐野浩― 

皆様、明けましておめで 

とうございます。仁泉会の 

皆様に謹んで新春のご祝詞 

を申し上げます。また、平 

素より大阪医科薬科大学の 

教育研究に温かいご理解と 

ご支援を賜り、心より御礼 

申し上げます。本年も何卒 

よろしくお願いいたします。 

仁泉会会員の皆様にご挨拶する紙面を頂きました 

ので、ご挨拶に加えて大学統合後の母校の様子をご 

紹介したく存じます。 

令和3年（2021年）4月1日、大阪医科大学 

と大阪薬科大学が統合され、有数の医療系総合大学 

を目指すため、皆さまの母校は大阪医科薬科大学と 

改称いたしました。昭和21年に大阪高等医学専門 

学校が旧制大学に昇格した際に、大正時代に閉校に 

なった「大阪府立大阪医科大学」の誉に浴すべく、「大 

阪医科大学」の名を冠しまし、昭和27年（195 

2年）に校名を変えずに新制大学へ移行しました。 

その後、令和3年まで長きにわたって慣れ親しんだ 

母校の名を「大阪医科薬科大学」 と改称するには一 

抹の寂しさを感じますが、母校が医療系総合大学へ 

の大きな飛躍を期することを考えると、希望に満ち 

た改称であります。 

大学統合後、新型コロナウイルスが流行している 

ため大学統合の記念式典に代えて、学報の特集号を 

発行いたしました。令和3年（2021年）4月1 

日に理事長より学長と学部長に辞令が交付され、2 

日には大学院の入学宣誓式、3日には三学部合同の 

入学宣誓式を執り行いました。また、コロナ禍によっ 

て、中止された両大学の令和2年度入学宣誓式（現 

2年次生）を、新大学の名の下で令和3年（202 

1年）10月10日に高槻高等学校の体育館にて挙 

行いたしました。出席した265名の学生たちが入 

学後一年半を過ぎて、改めて勉学への誓いを立てた 

姿が印象的でした。 

医学部は単科大学としての長い歴史を誇り、看護学 

部が設置された後もその名残があり、また、薬学部も同 
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様でありました。大阪医科薬科大学では、各学部の 

学問的独立を保ちつつ、連携融和して、医師、薬剤 

師、看護師を育成いたします。皆様の母校は、医学 

部（School of Medicine）であり、本学医学部を卒業 

する医師たちは皆様の後輩であります。今春以降に卒 

業する若き医師たちも皆様の後輩としてご厚情賜りますよ 

うよろしくお願いいたします。 

学部運営に関しましては、学校教育法の改正により、 

教授会は学長の諮間機関と位置づけられ、法律に定め 

られた事項について審議を行うことをすべての教授が改 

めて確認し、各学部に学部長を置いて教授会運営に当 

たっております。私共の母校である医学部（Schod of 

Medicine）の学部長には同窓の内山和久先生（学32 

期）が着任されました。各学部の教授会は学長の諮問 

機関として、その主宰は学長より学部長に委任され、教 

授会の品格と権威を守るため、毎回「学校教育法第九 

十三条と学部教授会規則第3条に基づき開催される」こ 

とを宣言しております。 

本年の干支は壬寅年で、陰陽五行説によれば、「陽 

気あふれる春の芽吹き」 を意味すると申します。今 

まさに芽吹いた母校大阪医科薬科大学は、これから 

新しい時代の医療系総合大学を目指してまいります 

ので、仁泉会の皆様におかれましては、倍旧のご理 

解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。同 

窓の皆様におかれましても、陽気あふれる春の恵み 

がございますようお祈り申し上げ、新年のご挨拶と 

いたします。 


