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平成 30 年度日本大学校友会役員総会開催

平成 30 年７月６日（金）東京・水道橋の東京ドームホテルで開催された。全国から多くの校友会役
員が参加した。開会に先立ちこの１年に亡くなられた方々のご冥福を祈り黙祷の後開会した。
長年にわたり校友会活動にご尽力いただいた綾部東洋子前芸術学部校友会長、深澤豊史前理工学部校
友会長、中礼思無哉前大阪支部長、須之内淳二前愛媛県支部長、鈴木三郎日本大学法曹会長が表彰され
た。その後、平成 29 年度の事業経過、収支決算、各種運営委員会の活動が報告された。引き続き、議
事が行われた。平成 30 年度の事業計画案、補助費交付、特別補助費交付、収支予算案などが審議され
すべての議案が原案通り承認された。

平成 30 年度日本大学全国校友大会開催見送り

例年、11 月に開催されている日本大学全国校友大会の今年度の開催は見送りになりました。

日 本 大 学 ･ 日 本 大 学 校 友 会 ニ ュ ー ス
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人 物 往 来

31 期（理工学部薬学科：1986 年卒）伊藤　有一
　はじめまして。1986 年に理工学部薬学科を卒業しました伊藤有一と申し
ます。桜薬会会員の皆様におかれましては、多方面でご活躍の事と存じます。
先般、同期の加藤孝一先生（環境衛生学）から本稿の執筆依頼を受けました。
卒業以来 32 年振りの連絡を懐かしむ暇も無い突然の依頼に非常に驚きまし
た。甚だ役不足ではございますが、同期の熱意に応えるのと同時に卒業以来、
大学へ何も恩返しができていない反省を含め、大学入学直前から現在までを
綴らせて戴きます。

【大学入学直前】
私は一般入試で入学しました。当時は父や叔父がゼネコンで働いており、私も理系の科目が得意でし
たので、家族は建築関係の道に進むと考えていた様ですが、高校や予備校へ通ううちに医歯薬系への関
心が高くなりました。入試を前にして志の炎が日に日に強くなっていた時、日本大学理工学部の中に薬
学科がある事を知り、誰にも相談せずに理工学部へ願書を提出（当然、第一希望は薬学科と記述）しま
した。合格通知に両親は安堵していましたが、学科名を知り絶句。暫く冷戦状態が続きましたが、家族
会議で最後には理解してもらい、入学する事が叶いました。

【大学時代】
理工学部の１年次は習志野校舎へ通いました。都内の実家から片道２時間の通学でした。同じ方向に
住む同級生と帰る時は気になりませんでしたが、北習志野駅から大学までの真っ直ぐな道をひたすら歩
いた事は、今でも記憶に残っています。今ほどではありませんが、当時も国鉄（ＪＲへの民営化間際で
した）はたまに遅れていました。遅れそうな時にしか利用していなかったバスもその様な時は満員。仕
方なく駅から大学まで走りました。生物学の実習（確か組織切片の写生）が夜８時過ぎまで掛かった時
の一人での帰り道、毎週土曜日１時限目の体育の授業への通学の際にも駅から大学までの「距離」を感
じました。先日、久し振りに大学を訪問しました。今では東葉高速鉄道線の駅が出来ており、隔世の感
がありました。
何とか習志野での履修を終えて、２年次からは御茶ノ水校舎へ移りました。通学時間は半分以下にな
りましたが、同時に居酒屋を始めとした誘惑も多くなり、多くの仲間たちと授業の後は懇親を深めまし
た。科目までは覚えていませんが、翌日の小テスト前に「肝試し」と称した飲み会が催され、肝を冷や
しながらテストに臨んだ事もありました。２年次以降になると専門的な実習も増え、閉館時間まで大学
の図書館で参考資料を漁ってから帰宅後、明け方までレポートを作成する事も多かった様に思います。
当時の薬学は４年制でしたので、カリキュラムがタイトで大学へ通い詰めていた様に思いますが、課外
活動（夜の懇親会）の予算を捻出するために長期休みを中心に夜間のアルバイト（東京中央郵便局や運
送業者）に精を出していた時期でもありました。
４年次は薬品製造学研究室へ所属しました。桐澤先生と徳竹先生のおふたりの教授を中心とした研究
室でした。卒業研究に入る前の予備実験（３種の物質が混合されたサンプルを分離して個々の名称を探
る実験）のレポートは、日本語以外でも受け付けると言われ、英文レポートに挑戦しました。それまで
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習った英語の授業とは異なり、本格的に英語の技術論文に触れた最初の経験でした。まさかその経験が
今に活かされているとは夢にも思わず。
研究室での作業は有機合成の実験が主で、反応には長時間を要する事も度々ありました。助手の先生
方とビーカーに湯を沸かして本格的なコーヒーを作ったり、小豆を仕入れて汁粉を作って時間待ちをし
た事も今では楽しい思い出です。卒業研究の課題は抗生物質の基本骨格となる物質をビーカースケール
で合成し、その構造を確認する作業でした。実験自体は成功したとは言えない結果でしたが、この経験
が自分の進路の道付けになりました。
病院実習や臨床検査実習などの経験もしましたが、自身の企業志向が変わる事は無く、製薬会社（営
業）への就職を目指しました。卒業研究での課題で自然と抗生物質メーカーを志すようになり、ペニシ
リン系抗生物質の開発で一歩先んじていた、富山化学工業へ教授推薦を得て入社しました。

【製薬会社時代】
当時、製薬業界は抗生物質全盛の時でした。私は新人ながら都内の基幹病院３軒を担当しましたが、

大規模製薬会社がチーム編成で動いているのに対してこちらは独り。多勢に無勢の状態で苦戦を強いら
れました。前任者がしっかりした人脈を作っていれば、そこから創意工夫をして人脈拡大を図る事が可
能になりますが、渡された国立病院は殆ど人脈が無く、ほぼ新規開拓の状態でした。たまたま、毎日根
気強く活動している自身の姿を見ていた他社の先輩営業マンと仲良くなり、そこの病院での活動の要点
を教えて戴きながら少しずつ間口を拡げる事ができました。その後に発売した新薬の採用まで漕ぎ着け
る事ができたのは、地道にそして確実に下積みを行えた成果かと思います。当時知り合えた方々の一部
とは、今でも連絡を取り合っています。
製薬会社での活動は正味４年間でしたが、今に繋がる多くの事を経験できました。３年目からは大学
病院も担当先に加わり実績も上がっていましたが、薬剤師の資格を持つ多くの先輩方が医療機関などへ
身を転じて行く姿を目の当たりにして、自分も他に可能性を見出したくなりました。かなり悩んだうえ
で（大学進学時の反省に立ち）父に相談すると元上司が自社（化学会社）のある部門で製薬会社の経験
がある人間を探していると言う事で、紹介を受けて幾度か面接（富山化学工業がお客様に当たると言う
理由で）を行い、転職が決まりました。

【転職から現在まで】
転職先は信越化学工業です。当時から塩化ビニール樹脂などの化学製品のメーカーで、医薬品とは殆

ど関わり合いが無い企業と言う印象を持っていましたが、セルロース誘導体などの医薬品添加剤の製造
販売で医薬品業界と密接な関わり合いを持っていました。転職直後は、新潟県にある工場内の研究所に
配属されました。そこで医薬品添加剤の基礎から応用まで学び、研究所へ来所されるお客様の立会い実
験（製剤の試作）や製剤機器メーカーでの大規模実験（スケールアップ検討）などを経験し、一通りの
製剤機器を動かせるようになってから営業部門へ配属されました。
それから現在に至るまで首尾一貫して医薬品添加剤の技術営業を行っています。
医薬品添加剤は、錠剤などの製剤を製造する際、薬効成分（原薬）を成形しやすい量まで増量、製造
時に結合性を付与、投薬後の崩壊性の付与および消化管の適切な部位で薬物溶出を実現するためのコー
ティングなど、実に多くの機能を製剤に付与する事ができる不可欠な物質です。医薬品原料のひとつと
して取り扱われますので、薬事法（現在の薬機法）の適用も受け、製造・品質の管理はＧＭＰに則った
体制での実施が求められます。製薬会社の数に比較して医薬品添加剤のメーカー数はかなり少なく、機
能が異なる製品が各社に分散しています。私が所属しています部門も国内外に多数の得意先があり、少
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ない人員で多くの得意先を担当しています。
私は技術分野も兼務していますので、得意先（主に製薬会社）の研
究所で行われる医薬品添加剤のセミナーの講師や得意先による工場監
査の対応、行政主催の研究会・講習会への参加、各薬科系大学を中心
にした製剤関係の学会・研究会のへの参加（運営への参画も）も務め
ています。
勿論、ここまでの道のりは平坦ではありませんでした。英会話も満
足でない状態で欧米の技術担当に任命され、日々の問合せの他、英文
での技術資料やカタログの作成、単身での海外出張先で医薬品添加剤
セミナーの講師や学会の座長を務めた時期もありました。2007 年 3 月
に起こったセルロース製品を製造する工場の事故の際は、医薬品の供
給責任の重大性を噛みしめながら、工場の操業再開まで得意先の方々
と膝を突き合わせた対応を行いました。今となっては懐かしくも苦い
思い出ですが、学生時代から積み重ねた貴重な経験を元に乗り越える
事ができたと、感謝の念で一杯です。

【これから】
現在も国内の学会・研究会などで合計 6つの委員を拝命しています。中には会社を定年退職するまで
交代できそうにないものもありますが、一日も早い後継者の養成が私の課題です。もの作りを得意にし
てきた日本の製薬会社や原料メーカーは海外でも製品品質の高さを評価されています。最近は企業を志
す薬剤師候補の学生がとても少なくなり、各社で（管理薬剤師等の）後継者不足が深刻化しています。
昔の様に企業を志す薬剤師候補の新卒の学生が増える事を願ってやみません。

薬学部校友会（桜薬会）ホームページの ID

　日本大学薬学部校友会ホームページの「校友会会則」・「求人・求職のコーナー」・「運営委員会資料」
を見るのには IDとパスワードが必要です。
　IDは宛名の下にある正会員番号の下６桁（半角）、パスワードは氏名（全角カタカナ）になります。
ID・パスワードは毎年 10 月の末に一括更新しております。毎年３月に卒業された方は、10 月までは学
生時の ID・正会員の IDどちらでも見られますが、それ以降は正会員の IDをお使いください。氏名の
変更をお届けいただいた方は、10 月までは旧氏名となります。
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51 期（薬学部薬学科：2006 年卒）羽賀　健悟
地元を離れ 15 年、紆余曲折ありましたが地元川口に舞い戻り、病院にて

勤務をしています。今回、原稿の依頼がありましたので久々に昔を思い出し
ながら私の大学生活についてご紹介いたします。
その前に私が何故薬剤師になったかと言うと“薬が凄いと思ったから”で

す。あまり体が丈夫でなかった私は幼いころに薬を服用することが多く、薬
の凄さを目の当たりにしました。病気や治療ではなく、薬そのものに対して
魅力を感じていました。その経験は私が薬剤師になる原点であり、薬剤師と
なった今でも薬の知識に対する原動力になっています。

薬剤師を志し、大学に入学した後も“薬が凄い”と思うことは変わりなく、より多くを吸収するべく
生薬研究会に入りました。また、友人に連れられ、生物研究会にも入りました。２つの研究会を掛け持ち、
更には図書館にも通いながらブラブラと学生生活を謳歌していたところ、草間貞先生より呼び出しがか
かりました。何事かと思い、駆け付けると桜薬祭の実行委員会に興味はあるか？と訊かれました。今だ
から正直に書きますが特別興味はありませんでした。詳しく聞いてみるとどうにも人数が足りていない
模様。希望者がほとんどいないという有様で、このままでは将来的に桜薬祭が開けなくなる可能性があ
るとのこと。であれば何かお手伝いできることはないか、というのが桜薬祭の実行委員会を引き受けた
経緯です。同時に友人らも誘えないかということで仲の良かった仲間を引き連れ、晴れて桜薬祭実行委
員となったのでした。
桜薬祭実行委員となった後もしばらくは実行委員の先輩方とブラブラと遊んでいました。当時の人数

は主力となるはずの３年生が０人という有様。なんとか２年生が５人程度いる状態で、我々１年生が４
人程度だったと記憶しています。当初、あまりの人数の少なさに絶句しました。また、講義や実験の都
合上、先輩方が来れず、委員会室でだらだらしていたのは１回や２回ではありませんでした。しばら
くすると徐々に役割を任されるようになり、近隣の商店の方々に広告を出しませんか、とお願いに回っ
たりしていました。幸いなことにパソコンが少々使えたため、パンフレット制作の担当にもなりました。
パンフレット制作も一筋縄ではいかず、業者の方とやりとりをしながら完成させたことを覚えています。
２年生の先輩方の尽力があり、何も問題なく桜薬祭を開催できました。
私も２年生となり、新入生が入ってきました。10 名近く入ったのではなかったでしょうか。一気に

倍増しました。中でもかなりパソコンができる１年生がおり、彼にパンフレット制作をお願いし、長い
間一緒に作っていた記憶があります。とても良いものができたと思います。先輩方も慣れたもので、前
年と比べてスムーズに桜薬祭を開催できたように思います。余裕があったので茶道部の野点で薄茶を頂
きました。とても美味しかったことを覚えています。
ついに主力の３年生になり、桜薬祭実行委員長を任されました。それと同時に茶道部に入部しました。

桜薬祭で薄茶を頂いて美味しいと思ったから、というのが入部の理由です。友人らに茶道部への入部を
話したところ、とても驚かれました。３年生から始める人はなかなかいないだろう、と。茶道部での活
動は短い期間でしたがとても良い経験になりました。それはさておき、実行委員長として役割分担や進
捗の管理を行うわけですが、これが難しい。先輩方は問題なくこなしていたなと思い、改めて偉大さに
気が付きました。新入生も昨年と同じく 10 名以上入ったのですが、人数が極端に増えたために逆に任

学生生活の思い出
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せること自体がなくなり、随分暇な思いをさせてしまったかと思います。きちんと組織を動かしていく
難しさを思い知りました。また、１年生から桜薬祭実行委員会で模擬店を出したいという要望があり、
実行委員会活動の妨げにならないようにするなら、ということで許可しました。桜薬祭当日は雨の予報
であり、大雨であれば中止の決断をしなければならず大変判断に迷いました。蓋を開けてみれば朝には
雨は止み、桜薬祭日和でした。実行委員会の模擬店は人員が多いとはいえほぼ１年生だけでやっていた
こともあり、大変忙しいようでした。私を含めて全員が終了後にぐったりしていた記憶があります。
学生生活を振り返ると桜薬祭実行委員会の活動の思い出が多くを占めます。それだけ大変で楽しかっ
たのでしょう。まさに青春の一ページでした。周りの友人らや先輩・後輩達、学部の皆や桜薬祭にお越
しになった方々も楽しめたのでしょうか。自分自身もやりたいようにやり、楽しむ。また、周りの人達
も楽しむ。そうありたいものです。やっと地元に帰って来れたこともあり、久々に当時の友人らに声を
かけて皆で桜薬祭に顔を出してみようかな、と思います。

　平成 30 年 6 月 23 日（土）に、薬学部校友会総会に先立って薬学部校友会支部連絡会が開催された。
校友会から内倉会長、渡邉副会長、安川副会長をはじめ 6名、学内から 9名、4支部の会員の方が参加した。
内倉会長より、校友会支部の情報共有を行うことを目的に支部連絡会を開催した、という開催趣旨が話
されのち、各支部の現状について報告がありました。
　千葉県支部は、16 期藤原支部長より、地元ということもあり校友会員は多いものの、病院薬剤師、
薬局薬剤師を含めた支部活動を年 1回行ってきたが他にも薬剤師の研修会等がたくさんあるためか、支
部会の参加者は 20 名程度であること、連絡網がなくて困っている、というご報告でした。
　東京支部（東桜会）は 41 期小松崎支部長より、平成元年に「東桜会」として発足し、年 1回病院薬
剤師を中心に 30 名程度の参加者を得て、桜門会館などを利用して開催しているとのご報告があり、矢
張り名簿がなくて困っているということでした。
　桜神会（神奈川）は、赤瀬会長代理で 42 期岡添様からご報告があった。昭和 62 年「桜神会」として
年 2回支部会を開催し 30-40 名の出席を得ているとのこと、当初は病院薬剤部長を中心とした会でした
が、現在は病院薬剤師に限らず薬局、メーカ勤務の校友会員に参加して頂いている。支部発足の経緯な
どの歴史を記録に残すため 40 回を記念して記念誌を作成した、というご報告がありました。
　茨城県支部は 21 期平岡支部長より、10 年程前から支部会開催を検討しているものの具体的な活動に
至っていない。名簿は作成したが古くなっている、とのご報告がありました。連絡網があれば是非利用
したい、とのご意見でした。
　その後、自由討論に移り、名簿作成は個人情報の問題がありどのような形で作成するのが良いか難し
い面がある、卒業時に校友会名簿を作成し就職先情報は載せられるものの大手の薬局ではどの支店（ど
の地区）に配属になったかはわからない、といった問題がある。卒業時名簿に就職先などを載せたがら
ない学生がいる、といった意見がありました。支部会活性化には名簿作成が有効と思われるが具体的な
解決策は未定である。各期に幹事がいるので、幹事に取りまとめを行ってもらってはどうか、あるいは
桜薬会会報に支部活動や支部の連絡先を載せてみてはどうか、という意見があり今後、検討していくこ
とになりました。支部会の活性化によって就職情報や医療情勢の意見交換が出来るため支部会が機能す
ることを望む声も多く、今後、支部活性化に向けさらに検討して校友との交流が図れたらよい、という
ことになりました。校友の皆さまにもお知恵を拝借しながら良い方向に進めばと思います。
� （文責：薬物治療学研究室　林宏行）

薬学部校友会支部連絡会報告
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薬 学 部 校 友 会 支 部 一 覧

支部名 支部長 連絡担当者

北海道支部 中�村��喜�敬（2） 加�納��利�一（6）

岩手県支部 （未定） 橋�本��正�成（19）

秋田県支部 （未定） （未定）

山形県支部 齋�藤��栄�治（31） 伊�藤��秀�悦（34）

茨城県支部 平�岡��芳�子（21） 平�岡��芳�子（21）

栃木県支部 渡�邊��和�裕（37） 林　���利�香（37）

埼玉県支部 （未定） （未定）

千葉県支部 藤�原��良�雄（16） 藤�原��良�雄（16）

東京支部（東桜会） 小松﨑�康文（41） 小松﨑�康文（41）

桜神会 赤�瀬��朋�秀（34） 岡�添　　進（42）

新潟県支部 町�田　���巌（6） 宮�下������敦（26）

石川県支部 （未定） （未定）

山梨県支部 森�田��光�洋（16） 森�田��光�洋（16）

長野県支部 （未定） 苅�間　���香（35）

愛知県支部 （未定） 下�田��富�郎（7）

大阪府支部 （未定） （未定）

広島県支部 （未定） （未定）

岡山県支部 （未定） 苫�野��陽�彦（19）

香川県支部 三�枝��和�子（14） 木�下��尊�文（26）

愛媛県支部 家�串　���稔（16） 家�串�　��稔（16）

福岡県支部 （未定） （未定）

☆薬学部校友会ホームページに校友会支部一覧として掲載しています。
☆連絡方法については校友会事務局まで問い合わせください。
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生涯教育講座のご案内　（平成 30年 10月～平成 31年 3月）

　平成30年度10月15日以降の企画をご案内します。お早めの受講申込みをお待ちしています。開催場所等
変更になる場合がございますので、ホームページにて必ず御確認ください。　

http://www.pha.nihon-u.ac.jp/longlife-learning.html/

１　講座［最近のトピック］

実施日 回数
演題

場所・時間
講師

平成30年
10月25日�（木） 第178回

医師ともっと話せるようになるための
基本的臨床医学知識

座長：松崎桂一教授
生薬学研究室
数学研究室
薬剤師教育センター 船橋市民

文化創造館
きららホール
（船橋駅前）

19時30分
　　〜21時00分

社会医療法人三愛会　大分三愛メディカルセンター
薬剤部長　山田�雅也　先生

平成31年
１月11日�（金） 第179回

薬剤師に何故フィジカルアセスメントが必要か？
フィジカルアセスメントの第一歩 座長：福岡憲泰教授

健康・スポーツ科学研究室
薬剤師教育センター日本大学薬学部　臨床医学研究室

教授　鈴木�孝　先生

平成31年
２月28日�（木） 第180回

アドバンス・ケア・プラニング（仮題）　 座長：村山琮明教授
病原微生物学研究室
薬剤師教育センター亀田総合病院　在宅診療科　

医長　原澤�慶太郎　先生

受講申込
参加資格
受講料・単位数

受講申込：当日申込のみ（予約不要），受付開始時間：19時00分より
参加資格：特になし（出身校等一切不問）
受講料：1,000円，　1単位

２　講座［ファーマシューティカルケアの最前線］

実施日
演題

場所・時間
講師

平成30年
11月11日（日）
（疾患別テーマ）
慢性腎臓病
（CKD）に対して薬剤師が
できること、やるべきこと

①
CKD患者の透析導入を防ぐ

日本大学桜門会館
会場：３階会議室
（控室：３階控室）

①�13時00分〜14時30分

②�14時40分〜16時10分

③�16時20分〜17時50分

株式会社レーベンプラン／レモン薬局三方原店　伊藤�譲　先生

②
CKD患者の中毒性副作用を防ぐ

昭和大学病院附属東病院�薬剤部　嶋村�弘史　先生

③
CKD患者の薬剤性腎障害を防ぐ

熊本大学�薬学部附属育薬フロンティアセンター・臨床薬理学分野　
教授　平田�純生　先生

平成30年
２月17日（日）
（疾患別テーマ）
糖尿病療養指導

①
糖尿病の薬学管理（１）病院薬剤師の立場から

杏林大学医学部附属病院�薬剤部　小林�庸子　先生

②
糖尿病の薬学管理（２）薬局薬剤師の立場から

恵比寿ファーマシー　佐竹�正子　先生　

③
糖尿病患者の栄養指導

下北沢病院�栄養科　石田�千香子　先生

受講申込
参加資格
受講料・単位数

受講申込：受講申込書を事前にFAX（受講申込書は，薬学部ＨＰ入手）
受付開始時間：12時30分より，参加資格：特になし（出身校等一切不問），受講料：2,000円，
3単位
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３　講座［大学院（土曜）講義受講コース］
実施日 科目名 主な講義内容 場所・時間

平成30年��
10月27日（土）
11月10日（土）

医療薬学特論Ⅰ 薬物治療，医薬品情報，医薬品リスク
日本大学薬学部

1時限����9時00分〜10時30分
2時限��10時40分〜12時10分
3時限��13時00分〜14時30分
4時限��14時40分〜16時10分

平成30年�
11月17日（土）
11月24日（土）

医療薬学特論Ⅱ 地域における薬局の機能，
薬剤師による健康支援

平成30年��
12月��1日（土）
12月15日（土）

製剤設計学特論 製剤設計について

受講申込
参加資格
受講料・単位数

注意事項：本講座は１科目で８単位とする講座です。受講申込：受講申込書をFAX（受講申込書は，薬学部
ＨＰより入手），受講資格：特になし（出身校等一切不問），定員：各回10名，受付開始時間：８時30分より，
受講料：�10,000�円／１科目

問い合わせ先： 日本大学薬学部薬剤師教育センター
TEL：047-465-3895　FAX：047-465-2384

日本大学薬学部校友会（桜薬会）奨学金制度について
　日本大学薬学部校友会（桜薬会）奨学金制度は平成22年度通常総会で設立が承認されて、専用口座を開設し、
校友会会員の方 か々らの募金及び薬学部校友会桜薬会会報広告掲載料を奨学金の原資としています。平成23年
度から給付を開始しています。
　薬学部校友会（桜薬会）奨学金制度にご理解をいただきご協力いただきますようお願い申し上げます。
　　
平成29年度の日本大学薬学部校友会（桜薬会）奨学金の決算は下記のとおりであることを報告いたします。

日本大学薬学部校友会（桜薬会）奨学金専用口座　　（30.3.31 現在）　

科　目 収　入 支　出 残　高 備　考

前 年 度 繰 越 金 　4,954,403

今 年 度 寄 付 金 �　�2,162,137 寄付13件、広告２件
奨学生３名、200,000×3

奨 学 金 支 給 �600,000

�7,116,540 �600,000 ����6,516,540

募金は下記口座にお願いいたします。
 口　座：００１２０－５－３１８７３４

　　　　　　　　 口座名：日本大学薬学部校友会奨学金

（単位：円）
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薬剤師教育センター（1 号館 3 階 137）

桜薬会会員の皆様におかれましては、益々ご活躍のこととお慶び申し上げます。薬剤師教育センター
の近況をご報告いたします。センター長は、林宏行（薬物治療学研究室教授）、センター次長は福岡憲泰�
（病院薬学研究室教授）として、平成 27 年 4 月より専任教員として准教授の安部恵が着任し、平成 29
年 4 月から准教授の渡邉�文之、日本大学医学部附属板橋病院から平成 29 年 4 月に専任講師の堤大輔、
平成 30 年 4 月から専任講師の中山敏光を迎え専任教員４名の体制となりました。
教員全員が病院・薬局に在籍した経験を活かして、臨床現場を意識した学内の各種授業、早期臨床体
験や実務事前実習、薬学実務実習、病院・薬局実習等の授業および認証機構のプロバイダーである生涯
教育を行っています。さらに現場の薬剤師の更なる知識・技能の修得を目的とした研修会の運営を行い、
薬剤師の職能向上を目指し取り組んでおります。
本年度はセンター第 1期卒業生となる 6年生 3名が卒業となる予定です。現在は 5年生が 9名配属し
ており、さらに 4年生 9名が所属となりました。大所帯となりますが、センター長、センター次長、他
の皆様にご指導いただきながら、学生たちと共に協力し合い、センターを創り上げていきたいと考えて
おります。また、当センターは地域医療やかかりつけ、さらには高度な薬学的管理ニーズへの対応を題
材に病院や薬局の薬剤師と協働で研究に取り組み、�患者主体の医療に貢献できる薬剤師の育成に力を入
れています。臨床に役立つ薬剤師を育成するために、会員方々からのご理解とご協力をお願い申し上げ
ます。
末筆ながら、会員皆様方の益々のご健勝とご多幸をお祈り申し上げます。� （中山　記）

研 究 室 だ よ り



– 12 –

薬品分析学研究室（3 号館 3 階 331）

同窓会の皆様にはますますご健勝のこととお慶び申し上げます。研究室は、現在、私（四宮）、張替
准教授及び在間助教の3名で運営しております。研究テーマは、「向流クロマトグラフィーに関する研究」
（四宮）、「遺伝子の劣化過程の解析と劣化遺伝子の検出法の開発」（張替）、「天然生理活性物質とその代
謝関連物質の分析法の開発」（在間）です。卒研生は 6年生 15 名、5年生 13 名、4年生 13 名の計 41 名
で、皆、熱心に課題に取り組んでいます。研究室では、実験や討論が活発に行われており、6月下旬に
は 6年生が卒論発表を行いました。また、教員も 8月上旬には私と在間助教がドイツのブラウンシュバ
イクで開催された第 10 回国際向流クロマトグラフィー会議で研究成果を発表しました。なお、11 月に
は張替准教授がイギリスのポーツマス大学に 1ヶ月間出張する予定です。
研究室では、互いの交流を大事にしています。4月上旬には横浜・鎌倉に行き、三渓園の散策、中華
街での昼食、鶴岡八幡宮への参拝、小町通りでの食べ歩きなどを楽しみました。また、5月上旬には実
務実習壮行会を行いましたが、その折には、私の還暦祝いもして戴き、感激しました。研究室同窓会の
皆様も差入れや就職情報をお送り下さるなど物心両面で研究室を支えて戴いており、感謝しています。
昨年 11 月には東京駅近くで第 38 回研究室同窓会が開催され、卒研生も学生会員として参加させて戴き
ました。研究室がますます発展するよう努めてまいりますので、今後ともご支援のほどお願い申し上げ
ます。� （四宮　記）
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薬品物理化学研究室　（3 号館 4 階 342，6 号館 4 階 644）

桜薬会会員の皆様にはますますご活躍のこと，お慶び申し上げます。
さて，薬品物理化学研究室は私，藤井と田口准教授，橋崎准教授，今井美湖研究員，６年生 14 名，
５年生 13 名，９月には新たに４年生 13 名が加わり，様々な半固形製剤や経皮吸収について研究を進め
ています。
６年生は５月の日本薬剤学会で１名が口頭，２名がポスター発表，６月の日本香粧品学会で１名がポ
スター発表を行いました。６月 30 日の卒論発表会では，研究内容の説明，質疑応答をしっかりするこ
とができました。卒業生，９月から配属になる４年生も参加し，自分の担当した研究の進展，先輩たち
の研究と立場は違うものの，説明を熱心に聴いており，研究の継続発展が楽しみなところです。卒論を
まとめ終わった６年生は，現在，研究から国家試験に向けた勉強に切り替えて頑張っています。５年生
は，病院，薬局での実務実習を頑張っています。ひとまわり成長して戻ってくるのを楽しみに待ってい
ます。４年生は共用試験を控えていますが，研究室での活動を始めました。
写真は４月１日に，進級したての新５，６年生とともに山梨石和温泉に研究室旅行に出かけたときの
ものです。バス内，宿で話が弾み，親交を深めることができました。新コアカリの実施とともに５，６
年生がそろって出かけられる時期がなくなってきましたが，何とか続けたい行事の一つです。
最後になりましたが，桜薬会会員の皆様のご健康と，より一層のご活躍を心よりお祈り申し上げます。
　� （藤井　記）
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臨床医学研究室　（3 号館 4 階 344）

同窓の皆様、如何お過しでしょうか。昨年度の当研究室の卒業生は 12 名で、３月に 10 名が卒業し、
10 月に 2名が卒業します。大学病院などへの病院就職者が 5名、保険薬局への就職が 6名、製薬会社
の生産管理部門への就職が 1名です。本年 3月まで大学院博士課程に在籍していました栗田雅弘君は、
企業の研究部門に就職致しました。研究の面では寂しくなりますが、研究室全員で引き続き盛り上げて
いきたいと考えています。本年度の卒業研究生は、4年生が 13 名、5年生が 13 名、6年生が 14 名所属
しています。皆、個性のある学生で、添付の写真は 4月に行いました 5年生・6年生合同の卒研旅行で、
湯河原に旅行したものです。また、5月のスポーツ大会には、綱引きとソフトボールに参加しましたが、
残念ながら狙っていた（？）優勝はできませんでした。
スタッフの 3名（小野真一先生、浅見覚先生、鈴木孝）は、それぞれ大学の役職、委員会委員長を
こなしながら、忙しくしています。私事になりますが、本年度で 20 年勤務しました本学を退職致しま
す。退職の会は平成 31 年 3 月 30 日になると思いますが、こちらから連絡しても構わない方は、鈴木孝�
（suzuki.takashi85@nihon-u.ac.jp）までご連絡頂ければ幸いです。
では、皆様のご健勝をお祈り致しております。� （鈴木　孝　記）



– 15 –

薬事管理学研究室（5 号館 3 階 535）

桜薬会会員の皆様におかれましては、益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。
2017 年から亀井美和子先生を教授としてお迎えし、研究室の教育研究活動も一層活性化しています。
配属学生の卒業研究テーマも一新し、新しい研究領域にチェンジしています。当研究室では、研究組、
演習組にかかわりなく、各自が研究テーマをもって卒業研究に積極的にとり組むとともに、学生時代に
学会発表を実施し、専門性を極めることの重要性を感じていただけるようにしています。これは、まさ
に、新コアカリにあるように“薬剤師として求められる基本的な資質（研究能力）”を身につけ、社会
に貢献できる薬剤師を醸成することの要素を担える人材育成を目指しています。
現在の研究室メンバーは、6年生 13 名（写真）、５年生 14 名、４年生 13 名、大学院生 6名、研究員
3名と教員 3名に臨時職員２名を含め総勢 54 人です。教職員は全員女性で、きめ細かな教育と研究に
関わるよう努力しております。2018 年 10 月 7、8 日には、亀井大会長のもと日本社会薬学会第 37 会年
会も開催されます。卒業生の皆様もどうぞ、研究室にお気軽にお立ち寄りください。
� （泉澤　記）
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　第40回桜神会

　さる 6月 12 日（火）　HOTEL�THE�KNOT�YOKOHAMAにおいて恒例の第 40 回桜神会を開催いた
しました。当会は、神奈川県内の医療機関に勤務する病院薬剤部（局・科）長を中心に組織され、更に
調剤薬局に勤務する薬局長、製薬会社の医薬品情報担当者（MR）と様々な職種の方に参加していただ
いております。
　大学からは校友会会長の内倉和雄先生にご出席賜ることができました。内倉先生のご祝辞から始まり、
湯川仁先生（仁天堂薬局）のご発声による乾杯に続き歓談となりました。最近では若い世代の参加者も
増えており、新たに 7名の先生方が出席されました。会の途中、先生方からは一言ずつスピーチを頂戴
し、心温まる和やかな会となりました。
　桜神会の開催に先立ちまして、学術講演会を行っております。池末裕明先生（神戸市立医療センター
中央市民病院　薬剤部　副部長代行）より「医療現場で薬剤師が提案する制吐療法」という内容のご講
演をいただき、海外のガイドラインを踏まえた支持療法について最新の知識を学ぶことができました。
エビデンスが不足している場合には、薬剤師・医師・看護師が協働することにより、安全な薬物療法に
向けたエビデンス作りも可能であるという講演より、医療の中で薬剤師の果たす役割の大きさを改めて
実感しました。
　今回は桜神会発足後 40 回の節目となる会であり、これまでの沿革や発足に携われた先生方へのイン
タービューなどを掲載した記念誌を発刊し、参加された先生方へ配布しました。さらに蛭田剛俊先生（ラ
イム薬局）と当方により日大節を披露し、若い世代にとっては日本大学や桜神会の歴史を知る機会になっ
たと思われます。
　また、連日のマスコミ報道にもある一連の騒動から在校生や就職活動中の学生が不利益を被らないよ
う支援を求める旨の、「日本大学在学生に対する支援に関する声明文」が桜神会会長の赤瀬先生より読
み上げられ、ご参加いただいた先生方にご了承いただきました。
神奈川県在勤、在住の先生方には今後も積極的なご参加をお願いいたしまして、第 40 回桜神会のご報
告とさせていただきます。� 　　（小串　興平　記）
桜神会に関するお問合せは
　桜神会　会長　赤瀬　朋秀（日本経済大学　経営学部・大学院　教授　t-akase@tk.jue.ac.jp）まで　

地区支部・職域支部だより
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八期生親睦会の報告
卒後 50 周年の会を開いてから早くも 5年が経ち、この間に昔の仲間と楽しい時間を共有したいとい
う希望も出てきています。しかし 50 周年の会を以って、八期生の同窓会は実質解散の形をとり、資金
等蓄えはありません。そこで一回毎に収支を完結する形で、しかも廉価な会にすることで幹事の意見が
一致しました。費用と手間がかからないメールでの連絡を考えたのですが、無理なようでしたので書面
で知らせることにしました。主に関東地区居住者及び過去に同窓会に参加してくれた人 104 名に絞り連
絡した結果、参加者は幹事を含めて 27 名でした。
幹事の一人芝さんの馴染みの光華亭とし、平成 30 年 5 月 19 日 13 時〜 16 時 30 分で、開催の運びと
なりました。当日は幹事の挨拶のあと、形式にとらわれず、適宜席を移しながら懇親・歓談し、お互い
に体を大切に再会を約し、近くの公園で集合写真を撮り散会しました。
参加者（敬称略；＊印幹事）青木正忠（＊）、荒木国興（＊）、石川将一、泉川碩雄、伊藤進、伊藤治憲、
梶原温子（＊）、久保田昂、栗原道子（＊）、小林静子、芝紀代子（＊）、下坂喜三二、菅谷栄夫、田原和子、
千葉貴司、寺澤正孝（＊）、長崎雅彦、波間美佐子、長谷田勇、畑中耕一、早川紀代子、藤井武、前田圭一、
町田芙美、水村順子、渡辺寛美、渡辺正孝の 27 名。君島小枝子さんからは会費と同額のご寄付をいただき、
当日の飲食代の一部として有効に使わせてもらいました。
今後は八期生幹事として毎年 5月の第 3土曜日 13 時〜 16 時 30 分、光華亭で八期生親睦会を開催す
る予定です。参加を希望する方は青木までメールアドレス a-tada@muf.biglobe.ne.jp　にご一報くださ
い。� （青木正忠・荒木国興　記）



– 18 –

第５期同期会開催報告
薬学科５期生の同期会は、平成 30 年５月 20 日（日）アルカディア市ヶ谷で開催された。卒業後 58
周年の祝を兼ね、また 80 歳になった同期の皆さんの開催の機運が高まり今年も開催しました。
５月というのに暑い日和の中、例年より多い 30 名もの方の出席でした。出席者には、足腰の痛みを
我慢しての方、車いすの方、久しぶりの出席の方も、夫婦での出席の方、北九州、香川、神戸の常連の
方の出席で開催された。会は、中西弘、樋口哲夫さんの司会で始まった。先ず同期の亡くなられた方々
のご冥福を祈り、次に田中重俊さんの皆さんの健康と再会を祝し乾杯の音頭で開宴された。会も盛り上
がったところで、司会の先導で、各自が近況をのべた。中でも健康状態の話が多く、次に日々の過ごし方、
学生時代の話、まだ現役で薬剤師をしている人に元気つけられ、大いに話に花が咲き盛り上がりました。
最後に大河内宏明さんの締めの言葉で今回を持ってこの会も区切りをつけることになりました。二次会
は、同会館内で開催、話は尽きませんでした。� （長谷川　明　記）

日本大学薬学部茶道部　草間國子先生に感謝する会

平成 30 年 6 月 3 日（日）に「WINEHALL　GLAMOUR　赤坂」にて、本学茶道部の顧問をお務め
いただきました草間國子先生が本年 3月をもって定年退職されたことからOB・OGが一同に集い、「感
謝する会」が開催されました。茶道部を創部以来ずっと支えて下さった渡邊和子先生、前師範の北村昌
子先生にもご参加いただき、OB・OG総勢 27 名が集まり大変賑やかな会となりました。
幹事の森（箕輪）由貴子さん（04 年卒）による開会挨拶に続き、乾杯の挨拶を本田（土谷）咲江さん（98
年卒）にいただき楽しい会が始まりました。卒業以来で久しぶりの再会となる方、昨年開催された「北
村昌子先生を囲む会」以来の再会となる方など、OB・OG同士もお互いの近況報告をしながら話に花
が咲いて盛会となりました。
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終盤には、茶道部の創設にご尽力下さった茶道部一期生の高井佐知子さん（96 年卒）による花束贈呈、
西井（宮里）典江さん（00 年卒）による記念品贈呈で感謝の気持ちをお伝えしました。また、今回参
加出来なかった方々も含めてOB・OG約 50 名からのメッセージを色紙にし、記念品と一緒にお渡しし
ました。その後、草間先生のお言葉を胸に深く受け止めながらお聞きし、様々なご苦労や多大なる努力
のもとでの大変素晴らしいご活躍をあらためて実感しながら心温まる会が閉会となりました。
なお、97 年に草間先生がご留学されていた間、茶道部の顧問を務めて下さるなど草間先生と共に創
部以来長年に渡って茶道部を支えて下さいました、牧野三津子先生も本年 3月をもってご退任されまし
た。残念ながら当日はご欠席となりましたが、会から花束と記念品をお贈りし、感謝の気持ちをお伝え
させていただきました。
草間國子先生、長年に渡り多大なるご指導・ご支援をいただき、心より感謝・御礼申し上げます。
� （佐谷（西村）怜子〜 05 年卒　記）

第 12 期生会報告
私たち 12 期生は昨年５月に卒業 50 周年の記念会を開催し、多くの仲間が集いました。その際に、今
後は大々的な会合は開かないことを参加者 32 名全員で確認しました。
しかしながら、懐かしい学生時代のことが忘れられないとするメンバーからの強い要望があり、幹事
は本年６月５日（火）ランチタイムを利用した集まりを企画しました。場所は、山の上ホテル地下の中
華料理店。電話連絡などによって呼びかけたところ 18 名が集合。円卓席４つにくじ引きをして席順を
きめました。でも、始まってしばらくすると、皆さんたち適当に席を立ち他のテーブルに行って大いに
話し込んでいました。授業やテストのこと、卒論のこと、植物採集のこと、卒論旅行のことなどの他に、
今の自分たちの健康状態や街の薬局の役割のことなどが話題になっていました。平日で格安のランチタ
イムのため店内は比較的お客さんが少なく、時間もある程度みてくれたのでまるで貸し切り状態。午後



– 20 –

３時過ぎにお開きとして、二次会に行くことになり昨年の 50 周年記念会時に皆で行った駅前の「喫茶
店ミロ」へ行こうとしたものの廃業となっていたため、駅前通りのベーカリー店の２階レストランで再
びおしゃべり。参加した皆さんの嬉々とした様子をみていると、現代の学生たちとは異なり、我々の時
代では気の合う者同士で、研究会や同好会などで、卒論で、などいつも“仲間がいた”という今から思
うとまさに“楽しき青春時代”だった。だから、お茶ノ水はとても思い出が多く懐かしく歳を重ねても、
永遠に消えないのであろうとしみじみ感じました。� （小清水敏昌　記）
出席者：大塚捷代（田中）　小川雅子（小野）　幸田良平　小清水敏昌　小林国喜　齋藤芳久　山内一
女美（清水）　中原啓子（田辺）　津路紀子（北村）　富塚典子（鍵山）　永島修一郎　長谷川光男　原田
隆子　増渕美子　藍原恭子（松井）　森ひで子　渡辺光（田村）　渡辺泰子（林）。

33 期同期会
日本大学理工学部薬学科（33期）卒後30周年を記念して、平成30年７月７日（土）18時より如水会館「松
風の間」において同期会を開催いたしました。当日は西日本で数十年に一度の豪雨があり、２名の参加
予定者（小川洋司君、太田秀一君）があいにくの欠席となってしまいましたが、同期生 76 名が集いました。
また、先生方にもお声がけをしたところ８名の先生方（あいうえお順、内倉和雄先生、亀井美和子先生、
草間國子先生、牧村瑞恵先生、安川憲先生、山中健三先生、山内盛先生、渡邉和子先生）にご臨席を賜
り、恩師と旧交を温めることができました。

関根均君の司会進行のもと、桜薬会会長であられます内倉先生にご挨拶をいただき、続いて乾杯の発
声を「33」番目に受付をした上杉（旧姓）ゆかりさんにお願いしました。卒後初めて顔を合わせる人も
おり、はじめのうちは戸惑いも隠せませんでしたがアルコールが進むにつれ、30 年（以上も）前にタ
イムスリップです。卒業アルバムをスクリーンに投影しながら大学時代を思い出すと皆の口は食べ物よ
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りも会話に夢中になり、2時間半という時間はあまりに短かったようです。携帯電話はもちろんのこと、
パソコンもなく卒業論文を手書きで作成していたあの頃の方が今よりずっと良い時代のような気がする
のは、間違いなく年を重ねたせいなのでしょう。年齢も 50 を過ぎ、人生の残り時間について考えざる
を得なくなってきましたが、気のおけない仲間同士で時々は昔を懐かしむことも大切ですよね。今回、
出席がかなわなかった人たちも、次回はぜひ！　
最後に、本会の収支決算により生じた余剰金は、桜薬会奨学金として寄付させていただいたことをご
報告させていただきます。� （内山武人　記）

６期生クラス会報告
６期生の傘寿を記念するクラス会は、平成 30 年７月 12 日、お茶の水ガーデンパレスホテルで開催さ
れました。今回は、はじめに記念撮影後、松島君の司会で始まり、幹事長の前田君の挨拶後、会食・歓
談に入りました。参加者は 25 名で、前回の卒後 55 年のクラス会（平成 27 年７月９日、お茶の水ガー
デンパレスホテル、参加者 34 名）より９名少なくなりましたが、傘寿という年齢にしては皆さん大変
元気で、遠くは愛知県、新潟県から参加した方々もおり、３年振りの再会を楽しんでいました。また、
会食中に司会者の松島君から指名された数名が近況報告を行なったのも大変好評でした。会の終盤には、
今後もこのクラス会を続けるどうかという話がでましたが、傘寿という年齢を考えると、全員に呼びか
けて行なうクラス会は、今回が最後になるかもしれません。しかし、少人数で行なうクラス会は、毎年２，
３回、日比谷のパブレストラン“うすけぼ—”で行なわれていますので、是非、そちらの会に出席して
頂きたいと思います。参加したい方は、前田君または今回の幹事に御連絡ください。
� （藤本康雄　記）
写真　前列左から　：清水、富田、小山、吉永、小荷田、花田、
　　　第２列左から：金西、前田、三沢、坂本、真鍋、粉川，藤本、望月、松島
　　　第３列左から：斉藤、河原、長谷川、最後列：羽田、西川、川岸、四条、山崎（敬称略）
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日本大学 OB・OG 混声合唱団 
第 15 回 OhMON CHOR （おーもんコール）定期演奏会

―コーラスの響きをご一緒に楽しみませんか！―

OhMON�CHORは日大卒業生中心の混声合唱団です。閉館前の日本大学カザルスホールで 2010 年 3月
まで長年、演奏活動を続けてきました。その後、武蔵野市民文化会館小ホール、旧東京音楽学校奏楽堂で
演奏会を開催し、創設 25 周年の本年 3月 18日に渋谷区文化総合センター大和田･伝承ホールで第 15回
定期演奏会を開催しました。Bach�Motette”O�Jesu�Christ,�meins�Lebens�Licht”�トスティ作曲『五つの
トスティ歌曲』大中恩作曲『サッちゃん』、『魔女追慕』、前回に続き委嘱�河田理奈作曲『新しい風』の演
奏に満場の暖かい拍手をいただきました。薬学部卒業生の皆様も多数ご来場いただき有難うございました。
『新しい風』はYou�Tube にて演奏をお聴きいただけます。河田理奈、新しい風で検索し、是非ご覧
ください。東京藝大出身の第一線でご活躍の若い指揮者藤丸崇浩、副指揮者増原英也、ピアニスト辻田
祐希の指導のもと、薬学部OGの 10 名（6期 : 辻厚子、10 期 : 木村由美子、牧村�瑞惠、米川�幸子、11
期 : 青木洋子、12 期 : 小林香代子、14 期 : 小林京子、15 期 : 上村�敏子、16 期 : 何�和子、38 期 : 国司なほ
子）も来年秋の演奏会に向け、三善晃作曲『クレーの絵本』、フォスター名曲集、ヴィヴァルディ作曲
『グロリア』を楽しく練習しています。若い頃、合唱を楽しまれた皆さま、初めての方もご一緒に歌い
ませんか！　理工学部（駿河台 9号館）が現在工事中のため、千代田区小学校施設で毎月第 2,3 金曜日
18 時半から、第 4日曜日 14 時から錬習しています。毎回、楽しい柔軟体操とヴォイストレーニングで
老化防止と共に声は大丈夫出るようになります。桜薬会の皆様方のご参加をお待ちしております。
詳細HP�http://www.ohmonchor,jp/　�
TEL&FAX0422-22-2705,�E-mail:y-kimura@xb3.so-net.ne.jp　（OhMON�CHOR��10 期木村由美子）

2018.3.18�OhMON�CHOR　第 15 回定期演奏会　渋谷区文化総合センター大和田 ･伝承ホール
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日本大学薬学部校友会ホームページと会員の広場のお知らせ

� IT 委員会�副委員長　矢作�忠弘（52 期）

会報No.67�（2017 年 10 月）�においてもお知らせいたしましたが、従来の校友会ホームページを大き
く改正し、さらに会員の広場として薬学部校友会のFacebook ページを立ち上げて運営を行っています。
校友同志や各支部の連絡の場としてご活用ください。特にFacebook ページでは、簡単に同窓会の案内
などの投稿が可能であり、また薬学部の近況なども随時更新しておりますので、是非「いいね！」と校
友の皆様への周知をお願い申し上げます。
会員の皆様からのお声を反映して、より良いホームページにしていきたいと考えておりますので、ご
意見・ご要望を遠慮なく校友会事務局�（pha.alumni@nihon-u.ac.jp）�までご連絡下さい。
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google yahoo!

 

薬学部校友会（桜薬会）ホームページでの求人情報募集

　会員からの求人情報の掲載は無料です。求人申込書はホームページの「求人・求職」のページからダ
ウンロードし、必要事項をご記入の上、事務局に郵送（あるいはＦＡＸ）してください。なお、「求人・
求職」のページを閲覧（ログイン）するには、会員番号ＩＤが必要です。会員番号ＩＤは封筒宛名下に
ある会員番号の下 6桁です。
　ホームページアドレス；http://alumni.pha.nihon-u.ac.jp
　メールアドレス；pha.alumni@nihon-u.ac.jp



– 24 –

薬 学 部 ニ ュ ー ス
学位記伝達式
平成 29 年度大学院薬学研究科及び薬学部の学位記伝達式が３月 25 日（日）に２号館２階多目的ホー

ルにおいて行われました。187 名（博士課程２名，学部生 185 名）が修了・卒業し，巣立っていきました。

開講式
平成 30 年度大学院薬学研究科及び薬学部の開講式が４月３日（火）に薬学部２号館２階多目的ホー
ルにておいて，新入生 261 名（博士課程５名，学部生 254 名，編入生２名）を迎えて行われました。御
来賓として，株式会社マツモトキヨシホールディングス代表取締役会長松本南海雄氏に御臨席を賜り，
御祝辞をいただきました。

第 103 回薬剤師国家試験結果
第 103 回薬剤師国家試験が平成 30 年２月 24 日（土）・25 日（日）に実施され，平成 30 年３月 28 日（火）
に合格発表がされました。合格率は 82.2％で全国平均 84.9％，私大平均 84.1％でした。

平成 29 年度薬学共用試験結果
実施日程 合格者数 合格基準

CBT
本試験　平成 30 年１月７，８日
再試験　平成 30 年２月 21 日

242 正答率 60%以上

OSCE
本試験　平成 29 年 12 月 10 日
再試験　平成 30 年２月 24 日

244
細目評価 70%以上
概略評価５以上

合計 242
OSCEの評価者として多くの卒業生の皆様に御協力いただきました。ありがとうございました。

薬学実務実習
平成 30 年度の薬学実務実習は，第Ⅰ期は５月７日（月）から７月 22 日（日），第Ⅱ期は８月６日（月）

から 10 月 21 日（日），第Ⅲ期は 11 月５日（月）から１月 27 日（日）の日程で行われます。５年次生
が病院，薬局それぞれ１期ずつ実習を行います。卒業生の皆様にお世話になる学生も大勢いるかと思い
ますが，御指導の程何卒よろしくお願いいたします。

薬草教室
第 26 回薬草教室が平成 30 年５月 12 日（土）に開催されました。講師に東邦大学名誉教授　二階堂

保氏をお迎えし，「Holy�plant�マコモ　－マコモタケ，ワイルドライスの基原植物―」と題し御講演を
いただきました。受講者は熱心に学んでおりました。また，講演終了後，薬用植物園を見学しました。

スポーツ大会
平成 30 年度薬学部スポーツ大会が５月 26 日（土）に理工学部船橋校舎を主な会場にして開催されま
した。天気に恵まれ澄み渡る青空の下，学生 381 名，教職員 76 名，合計 457 名が参加し，屋内・外で
熱戦が繰り広げられました。
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公開講座
第 21 回公開講座が平成 30 年６月２日（土）に開催されました。講師に本学部教授の村山琮明氏をお

迎えし ,「肺炎にならないために」と題し御講演をいただきました。また，施設公開として薬用植物園
を公開しました。

オープンキャンパス
７月 29 日（日）及び８月 22 日（水）に開催されました。７月 29 日（日）は 921 名，８月 23 日（水）
は 624 名に御来場いただきました。今年度は両日ともに自由参加として実施し，たくさんの方に参加し
てもらうことができました。

　　　物故者名簿：心よりご冥福をお祈り申し上げます。（2018.07.31 現在）
正会員
　１期� 大　西　　清　之（2016．10．29）
　１期� 加藤（安田）正子（2018．03．30）
　２期� 秋　本　　公　秀（2018．03．31）
　２期� 髙　橋　　信　昭（2018．05．05）
　６期� 有　田　　睦　治（2011．12．31）
　６期� 根　本　　圭　二（2018．03．24）
　６期� 福　田　　福　男（2018．05．23）

　６期� 松　原　　陽　一（2018．03．26）
　７期� 小　原　　節　朗（2017．11．26）
　12 期� 田　代　　克　秀（2017．11．　）
　17 期� 植松（浅野）益子（2003．　　　）
　26 期� 榎　戸　　　　隆（2018．04．　）
　30 期� 蔵合（遠藤）規子（2018．04．30）
　42 期� 川村（佐瀬）晴彦（2017．12．06）

校友会事務局に、死亡日時、葬儀日時、会場、喪主をご連絡いただければ、会より弔電を打たせていただきます。

日本大学校友会正会員募集中
　皆様は日本大学薬学部校友会が、日本大学校友会の下部組織として活動していることはすでにご存じ
のことと思います。薬学部校友会は卒業生を正会員に、在校生を学生会員として構成しております。日
本大学校友会では卒業生全員に、毎年２月頃、校友会誌「KIZUNA（絆）」を送付し、別途登録して頂
いた校友を正会員（会費 10,000 円）として正会員会誌「桜縁」（年２回発行）をお届けしております。
正会員会費の一部は薬学部校友会へ納入した翌年に還付されます。還付金は還付当年度の薬学部校友会
年会費としております。ぜひ正会員登録をして頂きたくお願い致します。希望者は事務局までお知らせ
下さい。
　工学部薬学科・理工学部薬学科卒業生にお願い：
　登録・会費納入に際して郵便振替用紙記入の時、「所属する支部・部会」欄に必ず「薬学部校友会」
と記入して下さい。無記入ですと本会に還付されませんので、薬学部校友会会費に振り替えることが出
来ません。ご注意下さい。
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平成 30 年度校友会通常総会報告
平成 30 年度校友会通常総会は平成 30 年 6 月 23 日（土）午後 2時から日本大学桜門会館で会員 50 名

が参加し、名誉会長本橋重康薬学部長をお迎えして開催された。内倉和雄会長の挨拶、学部代表として
本橋薬学部長のご挨拶があった。　
その後、校友会会則 14 条により内倉会長を議長に選出した。議事に先立ち議長から議事録署名人�
草間國子氏（20 期）、元吉尚美氏（44 期）が指名された（会則 14 条）。
第１号議案（平成 29 年度庶務報告、事業報告、決算報告ならびに監査報告）についての説明があり、
審議の結果、原案のとおり承認された。
第 2号議案（平成 30 年度事業計画案ならびに予算案）についての説明があり、審議の結果、原案の
とおり承認された。
第 3号議案役員承認についての説明があり、審議の結果、原案通り承認された。
総会終了後、アメリカンフットボール問題に関する校友会としての対応について、会長並びに桜神会
会長代理岡添進氏からの提言があり、内容及び取り扱いは会長に一任された。　
引き続いて懇親会が桜ホールで日本大学校友会本部事務局次長江黒俊弘様、日本大学常務理事・日本
大学校友会千葉県支部長石井　進先生、名誉会長本橋重康薬学部長、同僚学部校友会会長など 14 名な
らびに母校教職員多数を迎えて開催された。初めに内倉会長の挨拶があり、その後名誉会長本橋先生の
ご挨拶、ご来賓の紹介、続いてご来賓を代表して日本大学校友会事務局次長江黒俊弘様からご挨拶があっ
た。薬学部事務局長齋藤正道氏の音頭で乾杯し、開宴となった。懇談中、定年で退職された恩師である
草間國子先生に内倉会長から感謝状並びに記念品が贈呈された。恒例の福引も行われ、次年度の再会を
楽しみに散会した。

平成 30 年度幹事会報告
平成 30 年度幹事会は 6月 8日（金）午後 6時から日本大学桜門会館において、参加者 36 名で開催さ�

れた。
議題
　１．日本大学薬学部校友会（桜薬会）奨学金給付内規改正（案）について
　　　　原案通り承認された。
　２．平成 30 年度通常総会資料について
　　　�　�審議の結果、原案のとおり総会に上程することとなった。
　３．その他
　　　１）会員名簿を作成してはどうか。
　　　　　　�「過去は 5年毎に作成していたが、平成 16 年度版が最終である。名簿の取扱いなど含め

て今後検討していく」
　　　２）奨学・研究奨励金（日本大学に運用を委託している）について
　　　　　　�「果実が少なくなり、研究奨励金は平成 30 年度休止し、奨学金は継続する。不足分は校

友会の経費で補填する」

会 務 報 告
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　　　３）総会資料のなかで正会員動向・特別会員動向について、個人名を表示してはどうか。
　　　　　　「個人情報の関係で表示していなかったが、今後は表示する」

平成 30 年度　入会記念特別講演会報告
　新入会員（1年生）参加のもと、第 15 回入会記念特別講演会「薬学の世界」が下記の通り開催された。

日時：平成 30 年 5 月 10 日（木）14：40 〜 16：30
場所：薬学部 8号館　822 教室
演題・演者
１「規格外の公務員をめざせ！」
　　埼玉県保健医療部草加保健所　生活衛生・薬事担当　　　　脇　田　一　亮（38 期）

２「製薬企業で働くということ〜薬剤師のキャリア〜」
　　アッヴィ合同会社開発本部　ジャパンサイトマネジメント＆モニタリング部
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　内　田　真一郎（37 期）
３「病院薬剤師の役割」
　　国立病院機構　横浜医療センター　薬剤部　　　　　　　　高　橋　省　三（28 期）

役員について
　幹　事　（任期：平成 31 年度まで）　◎印　常任幹事　
　　卒業期�
　　　第 39 期　　◎　飯嶋　久志
　　　第 61 期　　◎　鈴木　勇太、福田　光良、鷲尾　夢香　
　　学内幹事
　　　中山　敏光（38 期）、田中　融（53 期）、花岡　峻輔（55 期）
　
　役員交代
　　　第 11 期　 �鈴木　鎮世が退任　稲垣　英夫に交代（常任幹事）
　　　　　　　　灰原　義夫が退任　東　厚子に交代
　役員退任
　　　草間　國子、小林　直子

会費納入のお願い
校友会活動は会費により運営しています。会費納入にご協力をよろしくお願いいたします。
宛名に会費納入状況が印刷されています。（会員番号に☆印のある方は未納です。）
未納の方は同封振込用紙で会費納入をお願いいたします。
会費は年額 2,000 円です。事務簡素化のため 5年分 10,000 円または 10 年分 20,000 円を一括納入していただけ
れば幸甚です。
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平成 29 年度　決算報告
（単位：円）

貸�借�対�照�表
30．3．31 現在

平成 29 年度
Ⅰ�資産の部
　１流動資産
　　　　現　　　　　金 0�
　　　　普　通　預　金 20,407,650�
　　　　郵　便　貯　金 15,308,337�
��������野村証券預け金 29,854,219�

正味財産計算書
29．4．1．～ 30．3．31.

科　　　　　　目 平成 29 年度実績 平成 29 年度予算
Ⅰ一般正味財産増減の部
　１経常増減の部
　　　（１）経常収益
　　　　①受取会費
　　　　　入会金収入 2,569,000� 2,548,000
　　　　　前納当年該当分 6,120,000� 6,140,000
　　　　　学生・正会員当年分 3,818,000� 4,000,000
　　　　②雑収益
　　　　　受取利息 235� 1,000
　　　　　有価証券利息 16,215�
　　　　　医療系収入 16,000�
　　　　　その他収入 1,060,603� 600,000
　　　　経常収益計 13,600,053� 13,289,000
　　　（２）経常費用
　　　　①事業費
　　　　　印刷費 1,868,400� 2,000,000
　　　　　原稿料 36,000� 60,000
　　　　　発送費 1,694,758� 2,000,000
　　　　　生涯教育講座 300,000� 300,000
　　　　　支部等 400,000� 500,000
　　　　　学生会員 1,662,830� 2,140,000
　　　　　医療系・工科系 210,086� 300,000
　　　　　HP管理費 324,000� 330,000
　　　　事業費計 6,496,074� 7,630,000
　　　　②管理費
　　　　　総会費 707,179� 600,000
　　　　　委員会費 123,320� 150,000
　　　　　管理費 570,731� 850,000
　　　　　人件費 1,540,490� 1,700,000
　　　　　旅費交通費 315,669� 400,000
　　　　　通信費 169,867� 200,000
　　　　　本部等分担金 620,000� 630,000
　　　　　慶弔費 507,749� 550,000
　　　　　予備費 90,000� 579,000
　　　　管理費計 4,645,005� 5,659,000
　　　　経常費用計 11,141,079� 13,289,000
　　　　当期経常増減額 2,458,974�
　２経常外増減の部
　　��　（１）経常外収益
　　　　経常外収益計 0�
　　　��（２）経常外費用
　　　　①固定資産売却損
　　　　国債評価損
　　　　�経常外費用計 0�
　　　　当期経常外増減額 0�
　　　　当期一般正味財産増減額 2,458,974�
　　　　一般正味財産期首残高 9,693,092�
　　　　一般正味財産期末残高 12,152,066�
Ⅱ指定正味財産増減の部
　　　　当期指定正味財産増減額 0�
　　　　指定正味財産期首残高 15,688,140�
　　　　指定正味財産期末残高 15,688,140�
Ⅲ正味財産期末残高 27,840,206�

平成 30 年度　予算
30．４．１．〜 31．３．31．

〇収入の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）
科　　　目 予　　　算

入 会 金 ���2,488,000
年 会 費
　　　前納会費積立 ���6,392,000
　　　当年度納入 ���4,000,000
利 子 ���������300
雑 収 入 �����600,000�
合 　 　 　 計 �13,480,300

〇支出の部
科　　　目 予　算

１事業費　合計 ���7,960,000
　①会誌発行費
　　印刷費 ���2,000,000
　　原稿料 ������60,000
　　発送費 ���2,000,000
　②活動補助費
　　生涯教育講座 �����300,000
　　支部・同期会 �����700,000
　　学生会員 ���2,100,000
　　医療系・工科系 �����300,000
　③ＨＰ管理費 �����500,000
２管理費　合計 ���5,520,300
　①会議費
　　総会費 �����750,000
　　委員会費 �����150,000
　②事務局費
　　管理費 �����700,000
　　人件費 ���1,800,000
　　旅費交通費 �����500,000
　　通信費 �����250,000
　③その他　
　　本部等分担金 �����630,000
　　慶弔費 �����600,000
　④予備費 ���　140,300���
合 　 　 　 計 ��13,480,300

〇本　部　還　付　金
科　　　目 予　　算

１本部還付（正会員） ��（�150,000）
　　年会費充当 ����100,000
　　雑収入充当（寄付金扱） �����50,000
２本部還付（準会員） （9,420,000）
　　入会金充当 ��2,488,000��
　　年会費充当 ��3,140,000
　　前納会費充当 ��3,792,000

合　　　計 ���9,570,000

　　　流動資産合計 65,570,206�
　　２固定資産
　　　（１）その他固定資産
����　　　�投資有価証券 0�
　　　　その他固定資産合計 0�
　　　　固定資産合計 0�
　　資産合計 65,570,206�
Ⅱ負債の部
　　１流動負債
　　　　　前受前納会費 37,730,000�
　　　流動負債合計 37,730,000�
　　　負債合計 37,730,000�
Ⅲ正味財産の部
　　１指定正味財産
　　　　指定正味財産合計 15,688,140�
　　２一般正味財産 12,152,066�
　　　　正味財産合計 27,840,206�
　　　負債及び正味財産合計 65,570,206�
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生薬学研究室　助教　　矢作 忠弘

内蒙古�（内モンゴル）�は ,�中国北部 ,�モンゴルの南部に位置する自治区であり ,�モンゴル人の多くが
居住している地域である .�温帯大陸季節風気候帯に属し ,�降水に乏しく降水の分布も不規則 ,�寒暖の差
も激しい地域であるが ,�非常に多くの薬用植物が自生している .�その 1つである Saussurea amara�L. は ,�
世界に約 300 種が存在する Saussurea属に分類されるキク科植物で ,�古くから伝統薬物として発熱 ,�肝
胆道障害や消化不良などの治療に用いられてきた�（Fig.�1.）．1）�同属植物としては S. lappa�Clarke の根が
モッコウ�（木香）�として日本薬局方に収載され ,�加味帰脾湯や女神散などの漢方方剤に配合されている .�
今回 ,�この S. amaraにマクロファージ活性化抑制作用が認められたため ,�その活性成分の探索と作用機
序の解明を行った .

S. amaraの全草を 80%EtOH で抽出しエキスを作成後 ,�マクロファージ様細胞 RAW264.7 を用いた
活性試験を指標に活性成分の探索を行い ,�16 種の化合物を単離し ,�その構造を同定した .�これらの化
合物について ,�マクロファージ活性化に対する影響を検討した結果 ,�guaiane 型 sesquiterpenoid であ
る chlorojanerin と cynaropicrin に強い抑制活性が認められた�（Fig.�2）.�また ,�RT-PCR 法を用いて作用
機序の検討をした結果 ,� iNOSや IL-1βなどの慢性炎症に関与する遺伝子のmRNA発現量の抑制が認め
られた .�さらに ,�chlorojanerin は ,�それらの上流を制御する Sirt1のmRNAを活性化させたことから ,�
Sirt1を介してマクロファージ活性化や慢性炎症を制御している可能性が示唆された .�今後さらなる作用
機序の解析や活性成分の探索を行うことで ,�医薬品のシード化合物になるような天然物を見出していき
たい .
なお ,�この研究成果によって ,�平成 30 年度科学研究費助成事業�若手研究�(JP18K14938)�に採択された

ことを併せて報告するとともに ,�その礎となった校友会研究奨励金に深く感謝いたします .

� 1）�Kletter�C.,�et al.,�Sci. Pharm.,�76,�49-63�（2008）.

「内蒙古伝統薬物由来のマクロファージ活性化抑制物質の探索」

平成29年度薬学部校友会研究奨励金研究報告
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Fig. 2. chlorojanerin cynaropicrin  Fig. 1. Saussurea amara L. 1)  
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第 30 回桜薬祭のご案内　母校を訪ねる日
　第 30 回桜薬祭（薬学部学園祭）が来たる 11 月 3 日（土）・11 月 4 日（日）の両日、薬学部校舎で開
催されます。
　薬学部校友会では、11 月 3 日（土）を「校友の母校を訪ねる日」と定めて当日参加校友（工学部薬学科・
理工学部薬学科・薬学部卒業生）に昼食券（500 円）を進呈しております。
当日は校友会提供の「桜薬クイズ」や学生会員の研究発表も行われております。校友の皆様お誘い合わ
せの上ご来校ください。多数のご参加をお待ちしております。

第 39 回薬品分析学研究室同窓会開催のお知らせ
　第 39 回薬品分析学研究室同窓会を下記のとおり開催いたします。“カジュアルな雰囲気”を楽しみな
がら懐かしい時間をご一緒できればと存じます。皆様お誘い合わせの上お越しくださいますようご案内
申し上げます。

記
日　時：平成 30 年 10 月 28 日（日）午後１時から
会　場：アリスアクアガーデン東京丸の内
　　　　TEL：03-3287-8153
� 東京都千代田区丸の内 2-1-1　
� 明治安田生命ビルB1
� （JR 東京駅�丸の内南口徒歩４分、地下鉄千代田線二重橋前駅３番出口直結）
問合せ先：日本大学薬学部薬品分析学研究室
� 　四宮�一総
� TEL：047-465-6137
� E-mail：shinomiya.kazufusa@nihon-u.ac.jp

会 合 予 告
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第 50 回東桜会研修会
　本会は平成元年に発足しちょうど 30 周年を迎えました。和やかな雰囲気の中で縦と横のつながりを
持てる会を継続しております。お誘いあわせの上多数のご参加をお待ちしております。

　　　日　時：平成 30 年 11 月 15 日（木）19 時 15 分から 20 時 50 分
　　　会　場：市ヶ谷桜門会館
　　　参加費（当日）：1,000 円　（懇親会 3,500 円）
　　　　　　　　　　　　　　　日本薬剤師研修センター認定研修会（１点）
　　　　演題１　医療安全に向けた地域での取り組み〜ポリファーマシーも含めて〜　
　　　　　　　　　ウェルシア薬局株式会社　　澤田康裕�先生（33 期卒）
　　　　演題２　抗菌薬を大切に使いましょう〜ＡＭＲ対策を含めて〜
　　　　　　　　　東京歯科大学千葉歯科医療センター�木村英晃�先生（39 期卒）
　　　問合せ先：小松崎康文　第４１期（平成８年卒）
　　　　　　　　日本大学松戸歯学部付属病院 komatsuzaki.yasufumi@nihon-u.ac.jp

第 34 期生（平成元年卒）同窓会のお知らせ
　第 34 期生卒後 30 周年を記念して、下記の通り、同窓会を開催します。皆様、お誘い合わせの上、ご
出席くださいますようお願いします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記
　　　日　時：2019 年 2 月 9 日（土）16:00 開始　
　　　会　場：帝国ホテル 17 階　インペリアルラウンジ�アクア

　委細は、案内状でご確認ください（10 月下旬以降に桜薬会名簿に従って郵送予定）。
　住所不明者等の情報提供につきましては sakura.yakugaku34@gmail.com あてにお問い合わせくださ
い。
　　　桜薬会幹事（第 34 期）：坂本治彦、石川（瀬尾）浩子、原浩祐、田口博之
　　　発起人：和泉（筆本）由美子、稲葉育広、佐々木実、鈴木英二、鈴木（戸村）ひろみ、
　　　　　　　鶴岡文徳、原（徳弘）季子、東洋一

第 36 期（平成 3 年卒）同窓会開催のお知らせ
　第 36 期（平成 3年卒）同窓会を以下の通り開催いたします。2年ぶりの開催となりますのでまた楽
しく飲みましょう！

　　　日　時：2019 年 2 月 9 日（土）13 時から
　　　会　場：スペイン＆イタリア料理ダイニング　シロッコ（SCIROCC）
　　　　　　　東京都中央区日本橋 1-4-1�コレド日本橋�4F
　　　問合せ先：高山　力（c2-takayama@hhc.eisai.co.jp）、上家英之（hideponkami@gmail.com）
　　　　　　　　詳細は 12 月初旬に発送予定の案内状でご確認下さい。
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桜薬会千葉県支部総会並びに施設公開（薬草園）開催のご案内
　桜薬会千葉県支部総会・懇親会を下記要領により開催いたします。また、総会終了後、薬草園と今年
完成した温室の見学会、および懇親会を開催いたします。
　ご多忙とは存じますが、万障お繰り合わせの上、ご出席下さいますようお願い申し上げます。

　　　日　時　平成 31 年 3 月 9 日（土）午後 2時より
　　　場　所　日本大学薬学部校舎 1号館 3階第 2会議室
　　　　　　　東葉高速線　船橋日大前下車　徒歩 7分
　　　内　容　１．総会
　　　　　　　２．薬草園見学会
　　　　　　　３．懇親会
　　　　　　　総会・薬草園見学終了後、懇親会を開催いたします。
　　　会　費　3,000 円　（年会費 1,000 円、懇親会 2,000 円　当日会場で申し受けます）

　　　連絡先及び参加申込：
　　　　　　　桜薬会千葉県支部支部長　
　　　　　　　　　　　　藤原�良雄�　y_hjwr206@ybb.ne.jp

有吉先生を偲ぶ会のご案内
　日本大学理工学部薬学科名誉教授有吉歌子先生（生化学教室）が 2016 年 4 月 28 日百歳の天寿を全う
されました。この度先生の三回忌にあたり、理工学部薬学科、薬学部生化学など関係者による有吉先生
を偲ぶ会を企画致しました。同期の方にもお知らせいただき、多くの方のご参加をお待ちしております。�

　　　日　時　2019 年 4 月 28 日（日）�午後１時から�
　　　場　所　日本大学桜門会館�　東京都千代田区五番町 2-6�　Tel:�03-5275-8143
　　　　　　　JR中央線・総武線、東京メトロ有楽町線・南北線市ヶ谷駅下車　徒歩 3分
　　　申　込　平成 31 年 3 月 30 日までにHPから申し込んでください。
　　　会　費　3,000 円�（お弁当代など）平成 31 年 4 月 10 日までに下記にお振込みください。

　　　①�会場は 11 月から予約可能な為、未確定です。本企画のHPを開設いたしましたので、２月以
降に必ず会場名をご確認ください。https://lilasariyoshi.jimdofree.com

　　　②会費はゆうちょ銀行の以下の口座にお振込みください。
　　　　�口座名　中村直美　口座　記号 10950�番号 36833651（振込用紙にはお名前を必ずお願いしま

す。　尚、用紙の記号欄の次の 1マスは空欄となります。）
　　　③�不参加でお志を示されたい方は、お花代として一口 1,000 円を上記②に同様にお振込み下さい。
　　　　祭壇にお名前と共に捧げさせていただきます。�

連絡先 :�中村直美（703naka@kke.biglobe.ne.jp）�、小池勝也（koikekatsuya19520610@gmail.com）、
　　　　草間國子（kusama.kuniko@nihon-u.ac.jp　Tel��090-6014-2841）
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会費納入者

2,000 円納入者

56狐塚治子 ,杉本幸美 ,鈴木隆子 ,山口久美58竹内清 ,根岸純子 ,山本
庸子59阿部了60豊田亮三61石田康雄 ,小林和子 ,辻厚子62青木千勢
子63桒島國利64金子幹宏,廣瀬慶子,布施孝三郎72小川康子,瀬口由行,
山下和代73久保山昇74川井龍美76片桐秀明77安部貞詔 ,川崎雅博
79大塚正征81谷川清澄82渡辺正実84加藤泉85杉中淳86渡部靖宏
87大石玲児89鶴岡文徳92鈴木豊史95今田吉宣 ,西野潤一96吉澤徹
97定永晶子04細川智弘05藤代大輔� 以上　40名

4,000 円納入者

58 恩田正昭 , 山本祐子 60高橋康雄 66松田光弘 71日南田義隆 80蛭
川康子 93國司なほ子� 以上　7名

6,000 円納入者

57 松村洋子 58髙取和郎 59遠藤節子 ,澤地次雄 63菅谷栄夫
� �以上　5名

10,000 円納入者

57 髙橋靖代 , 中村喜敬 59 青山静子 , 奥村時雨 , 妹尾昇 60 大森和枝
61 松澤孝昌 , 山﨑スミ子 62 松山歌子 , 吉田昌信 63 今川玲子 , 尾崎
展男,桐谷利子,村田和子64栗原康子,小宮宏宣,清水慶子,末吉祥子,
森節子 65 朝飛宏子 , 栗原功 , 徳山靖郎 , 平井清作 , 牧村瑞惠 66 灰原
義夫 67 髙齊紀子 , 原田隆子 71 家串稔 , 石田清一 , 山内ヒロ子 73 岡
田英子 74石田正夫 ,橋本正成 75三浦勇一郎77立山京子 ,豊田道彦 ,
福田恵子 78 杉山裕茂 , 髙橋眞 79 地曳いせ子 , 濵崎利彦 , 三浦数典
80 宇留田久美子 , 遠藤尚登 , 加瀬裕子 , 田中香代子 , 中村正敏 , 長山
幸太郎 , 御園高弘 , 横尾順子 81 堀田直子 , 知久真巳 83 大内文伸 84
門井功 , 田部井正子 , 山中美佐子 85 伊藤愛子 , 伊藤友子 , 牛込彰彦 ,
奥山努 , 鳥山正晴 , 松沢宗彦 87 松本典代 , 福島栄 88 眞下久仁子 , 伊
達智津 , 永田江利子 , 町田いぶ季 89 赤瀬朋秀 91 宇佐美裕子 , 大城
敦代 , 鈴木雪路 92 佐藤朋子 , 山﨑かよ子 93 津晃子 96 轟耕司 97 山
田武志 99 三浦基文 01 伊藤あすか 07 中村真由子 , 藤原史佳 08 小野
紳矢 , 柳瀬舞� 以上　83 名

20,000 円納入者

69 西村友則 75 草間國子 77 浅井秀樹 83 黒須さゆり 85 田﨑恵 88 伊
藤公則 , 高梨美智恵 03 久保寺弘典� 以上　8名

30,000 円納入者

57 重本哲� 以上　1名
40,000 円納入者

92 寺本裕� 以上　1名

平成 29 年度本部正会員会費納入者
（薬学部校友会へ還付があった者）

57一ノ瀬衛 59高梨久美子60斉藤文夫 ,高橋康雄 61前田敏晴 62山崎
美江 63長崎雅彦 64小松康宏 ,渡邊和子 65小川尚武 68高橋繁治 69
内倉和雄 70宇野澤まり子 ,草間貞 73齋藤好廣 74平井幹廣 76石田制
利 ,鈴木孝 ,本橋重康 ,吉田善一 77塚本利夫 78高野英夫 79地曳いせ
子 80梅沢芳史 ,関和優子 ,丸山恵子 81山中健三 82木村高久 84日髙
慎二 85中村吉男 86早坂正敏 ,岩鶴節子 87亀井美和子 88大塚進 ,熊
谷仁 ,澤田康裕 90浅見覚 ,岸川幸生 ,新海一郎 ,西村伸大 93湯口眞紀
94土屋晃一96大場延浩 ,小松﨑康文99荒井希文 00木村惠子 01齋藤
弘明03橋本詠次 04今井徹 06松本大輔 07下田康代12北野徹
特別会員：宇野朋子 ,�小野真一 ,木澤靖夫 ,佐々木芳昭 ,髙山侑也 ,千
田淑子 ,�手塚雅勝 ,富澤経裕 ,長谷部光帆 ,�松本宜明 ,宮崎啓一 ,薬眞
寺千恵子� 以上　64名

平成 30 年度本部準会員会費納入者
（薬学部校友会へ会費還付があった者）

学部　1年　265 名 大学院 1年　　5名
学部　2年　264 名 大学院 2年　　4名
学部　3年　235 名 大学院 3年　　2名
学部　4年　241 名 大学院 4年　　5名
学部　5年　241 名
学部　6年　287 名

� � � 以上 1,549 名

日本大学薬学部校友会（桜薬会）奨学金寄付者

75 草間國子 76 本橋重康 80 遠藤尚登 01 齋藤弘明
旧生物学研究室一同
33 期同期会H30.7.7 参加者一同

広告掲載企業　薬樹株式会社
� 合計 1,350,376 円

財務委員会
会費を納入いただきました方々の名簿です。ご協力ありがとうございました。誤りがありましたらお
知らせください。本部準会員（学生会員）会費納入者は人数のみのご報告とさせていただきます。　　
� （平成 30 年 2 月 1 日〜平成 30 年 7 月 31 日）

会 費 納 入 報 告
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