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学部長　本橋重康
この度、薬学部長に再任されました 21 期卒業生（薬化学）の本橋です。
この桜薬会会報の紙面をお借りして、大学を取り巻く状況と今後３年間の

方針の一部を述べさせていただきます。
少子高齢化がますます進む我が国における 18 歳人口の減少による「2018

年問題」、文部科学省による入学定員超過率及び定員充足率の引下げとその
管理の厳格化、さらに東京 23 区内の私立大と私立短大については 2018 年
度の定員増と 2019 年度の大学新設を原則認めないとする新基準の告示など、

私立大学を取り巻く状況は非常に厳しいものとなっていくばかりと言わざるを得ません。
ところで、薬学系大学・学部の数は 2002 年度には国公私立を合わせて 45 校でしたが、６年制薬学教

育への移行を機に私立薬系大学・学部が乱立し、2017 年度では 74 校（国公立 17 校、私立 57 校）にも達し、
受験生の奪い合いが激化しています。しかし、私立薬系大学・学部のうち地方新設大学 20 校が定員割
れを起こし格差が広がっているにも拘わらず、次年度以降も地方での薬剤師不足を解消する目的で薬学
部新設が計画されています。一方では少子高齢化を考慮し、都心や地方からの優秀な学生確保を目指し
て都心回帰を行った薬学系大学・学部では、志願者数の増加や偏差値の上昇などが起きています。これ
らの結果から、今後、本薬学部でも検討の必要性があると考えています。

現在、本学部は、医療系学部と密接に連携できる環境の中で「人類の保健、医療及び福祉に貢献する
薬学を創造する」という理念に基づいて設置され、医療人としての倫理観と高い専門性を備え、人の健
康と医療の向上に貢献でき、「自主創造」という日本大学の教育理念にのっとり自主創造の気風を身に
付けた薬剤師を養成することを目的としています。薬系単科大学とは異なり、総合大学である日本大学
のメリットを活かし、特に医学部、歯学部、松戸歯学部、日本大学病院、そして医学部付属板橋病院の
ご理解・協力を得て、さらなる連携強化を進め、より高度化・専門化していく医療の中で社会のニーズ
に対応できる薬剤師を育成し続けていきます。

本学部にとり初めての海外提携校実現に向け、平成 28 年度からポーツマス大学薬学部（イギリス）
への学部学生海外臨床研修を始め、英語による薬学専門教育科目の講義や病院・薬局におけるイギリス
での薬剤師業務の体験などのプログラムを通じて学生の国際理解普及教育を実施しました。さらに平成
30 年度にはポーツマス大学薬学部学生の臨床研修を受け入れる予定であり、いよいよ本格的な両薬学
部間での相互的な薬学臨床研修が実現する予定です。また、両学部の教員による共同研究も積極的に推
進しています。

最後になりましたが、常日頃から薬学部校友会、そして薬学部校友会会員の方々からの本学部学生に
対する経済的な支援、学生生活に対する支援などの多面的なご支援を頂いており、改めて深く感謝を申
し上げる次第です。

薬学部校友会の益々のご発展と、薬学部校友会会員の皆様方のご健勝を祈念致しますと共に、今後と
も本薬学部へのご支援、御協力をお願い申し上げます。

学 部 長 再 任 の ご 挨 拶

【略歴】
昭和 28 年 10 月 28 日生まれ、昭和 47 年　都立江北高等学校卒、昭和 51 年　日本大学理工学部薬学科卒
平成元年　薬学博士（東京理科大学）、平成６年　日本大学専任講師、平成 12 年　日本大学助教授、
平成 16 年　日本大学教授、平成 14 ～ 27 年　日本大学薬学部校友会副会長、平成 14 ～ 23 年　日本大学校友会委員
平成 23 ～ 27 年　日本大学校友会常任委員、平成 27 ～ 29 年　日本大学薬学部長・日本大学理事
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日 本 大 学 ･ 日 本 大 学 校 友 会 ニ ュ ー ス

役教職員年頭会同開催

恒例の年頭会同が平成３０年 1 月１０日（水）に、市ヶ谷の日本大学会館２階の大講堂で開催され
た。田中英壽理事長の年頭のご挨拶の中で、本年のキーワードを「徹底」とし、継続している改革を続
けるだけではなく改革を実現するための強い意志を込めたと述べられた。次に大塚𠮷兵衛学長のご挨拶
で、平成２９年４月に施行された「日本大学教育憲章」を踏まえ「日本大学の目的および使命」の具現
に、より一歩近づこうではありませんかと決意を述べられた。乾杯に引き続き懇親会が開催され、日本
大学の益々の発展を心に刻み年頭会同をお開きとした。

日本大学全国校友大会開催

全国の校友と大学の役教職員が一堂に会することを通じて、校友各位の母校に対する理解を深めて同
窓意識の高揚を図り、校友と大学の絆をより強固にすることを目的として、毎年恒例として開催される
全国校友大会が平成 29 年 11 月２日（木）、東京・水道橋の東京ドームホテルの「天空」で 850 名の参
加者を迎え開催されました。全国各地からの参加に加え台湾からの出席もあり、多くの校友が参加した。
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、内田正人大会実行委員長の開会の辞が
述べられた後、田中英壽校友会会長のご挨拶に続き、来賓を代表して大塚𠮷兵衛学長の祝辞がありまし
た。中野伍朗工学部校友会会長の発声で乾杯、引き続き和やかに歓談が続き盛会の中閉会した。
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人 物 往 来

22 期（理工学部薬学科：1977 年卒）　福田　恵子
はじめまして、1977 年卒業の福田恵子（旧姓：斎藤）と申します。
桜薬会会員の皆様におかれましては、多方面にわたりご活躍のことと存じ

ます。
　今回、事務局から原稿依頼を受けましたが、今更ながら薬学科卒業とは

言い難く役不足であることは重々承知しております。学生時代の思い出と言
えば薬学の教室のことより、クラブ活動に明け暮れた私ですもの。しかし勤
務薬剤師として全うした今、感謝と反省を綴ってみることにいたしました。

【大学入学まで】
福島の片田舎の商家に生まれました。８人兄弟の長男である父、住込みの従業員等含む三世代の大家

族の中で育ちました。毎日外で遊びまわる行動範囲も広い元気な子供でした。小・中学校はとても近く
『宿題を忘れてきました』という言い訳が成り立たない、『取りに行ってらっしゃい』と言われるのが落
ちの近さでした。高校は一気に遠方の女子高に入学しました。いわゆる「汽車通」で片道２時間弱の通
学を３年間、辛いながらも楽しく通いました。女子だけの世界に３年間身を置いたことはとても良い経
験であったと思います。校風はそれほど厳しいものではなく、自習性を重んじる学校で、文化祭・体育
祭など校内の様々な行事は生徒たちで自主的かつ活発に運営され存分に楽しんだ時代でした。進学校で
したが気負わず充分に勉学にも勤しんだと思われます？？？　小学校の頃の通信簿に『長文が苦手なよ
うですね』と書かれたことで、国語は苦手という意識を持ち、また、教育者のその一言の影響力の大き
さを知ったことで『教員にはなるまい』と決めつけ進路を考えた時代でした。そんなこんなの消去法で

“薬学部”を目指すことになりました。

【大学時代】
１年次は習志野校舎でした。最初に一番困ったことは北習志野駅から校舎までの「バス」でした。一

般的に薬学部は女子の割合が高い傾向にあります。しかし我が理工学部薬学科は他校に比べ男子の比率
が高く、それ以上に理工学部の他学科はほとんどが男子学生だったからです。混雑していて座席に座れ
ない状態では、吊革につかまることも、また、どのように身を置いてよいか判らないまま苦痛の十数分
間でした。バス乗車は初日のみで、２日目以降は歩くことにしました。地方の女子高育ちには、日々刺
激も強く、また様々な免疫がなく困りごとの連続でした。クラブは勧誘され楽しそうだった「アメ民」
に入部しました。それがこんなにも人生に影響大であったとはその時は想像もしないまま入部しまし
た。週３回の練習日のほかに、年 2 回のコンサートや工学祭の前は日曜練習も多かったと記憶していま
す。夏・春合宿等イベントにはほとんど欠席することなく、どっぷりとつかりました。２年次からは御
茶ノ水校舎になりましたが、週３回の練習は習志野校舎によく通ったものです。『教室にいるより部室
にいる方が多いんじゃないの』と先輩に言われたのも御茶ノ水校舎へ移ってからでした。練習終了後は、
新京成線・新津田沼駅前に出店した「サーティワンアイスクリーム」によく寄り道をしました。その当
時から「ジャモカ・アーモンドファッジ」を定番にし、40 年以上たった今でも相変わらずの定番です。
クラブの運営を担当する３学年では、コンサート会場選びで多くの施設を訪れました。私たちから使用
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し始めた　「読売ホール」が、その後毎年 12 月の第２日曜日は定期的利用が出来るようになったことに
感激したことを覚えています。夏・春期行われる１週間の合宿では様々なことが起こりました。それら
一つひとつ問題解決をしたことが、社会人になってからのマネージメントに繋がったことが多々あり、
良い経験をしたと感じています。

【就職に際して】
私たちの時代、実習は任意での 2 週間実習でした。知人の紹介で「日本医科大学付属病院」にお世話

になりました。翌年、日本医科大学として 4 番目の病院新設に伴い薬剤師増員があるらしい情報を得、
晴れて採用していただきました。採用直後に新病院が開院いたしましたが、異動することなく文京区千
駄木の付属病院勤務となりました。当時薬剤師は 20 数名程度、業務内容は医薬品情報、薬品管理、製剤、
調剤に分かれていましたが、ほとんどが調剤業務でした。達筆な先生方の手書き処方せんを読み、手書
きで薬袋を作成し大きな硬いペンだこが出来たのもこの頃です。特に抗がん剤（現在のように多くはな
かった）等はいわゆる“耳切り”をして薬品名を伏せて投薬する時代でした。散剤秤量は入職当初は上
皿天秤を使用しており、計算は電卓を使用することを禁じられすべて暗算することを求められました。
投薬窓口では薬について患者さんから質問を受けてもすべて『医師にお伺いください』と説明をしない
時代でした。今は全てにおいて様変わりしております。その後病院薬剤師の業務変遷は皆様周知のこと
と存じます。医薬分業による院外処方せん発行、注射業務、100 点業務と言われた病棟業務開始（主に
服薬指導でした）、無菌調製（ＩＶＨ、更には抗がん剤調製）、治験業務、更にシステム的にはオーダリ
ング、電子カルテ、制度的に薬学六年制、専門薬剤師制度、チーム医療、概念的にリスクマネージメン
ト、医薬品安全管理等、近年では病棟薬剤師常駐等々これら一つひとつを語ると、とてもこの紙面上で
は語り尽くせません。当然現場では途切れることなく流れに沿って業務を遂行し現在に至っております。
1994 年日本医科大学が５番目の病院を千葉県に新設する際　準備室から関わる機会を得ました。その
当時私はパソコンを使えませんでした。が「習うより慣れろ」でＰＣを利用し、レイアウト図、必要品
のリスト作成、採用薬リスト、処方せん・薬袋のデザイン、各種伝票・文書の作成などそれは大変なこ
とでしたがとても充実した時期でした。また、組織・人脈・チーム等様々な他職種との連携を模索し現
在に繋がっています。

【薬学界デビュー】
新病院開院から約 10 年経過後、“青天の霹靂”人事がありました。管理者に任命されたのです。それ

まで病棟へ出向く道筋は作るものの実務は行わず、留守番役で調剤業務・シフト係を担当しておりまし
た。改めて管理者の立場に立ちますと知らないことだらけ、不安で心が折れそうな日々でした。そんな
時同窓生の大きな力に助けられました。唯一卒業後も細々と連絡を取っていた同期の石田制利氏、その
つながりで本橋重康先生（現薬学部学部長）、鈴木孝先生（薬学部次長）からはいつもお声をかけてい
ただき、このお三方はとても大きな存在で今でも感謝しております。また、着任直前に当時順天堂大学
浦安病院薬剤部長の小清水昌敏先生に初めてお目にかかったとき『日大出身の福田です』と挨拶した事
から、数多くの先生方をご紹介くださいました。時には先生にグラスを持っていただき名刺交換をした
こともありました。同期とはいえ卒業約 30 年経過後初めて言葉を交わした旭中央病院薬剤部長の浅井
秀樹先生は、千葉県内の様々な情報や渡邊和子先生、中村均先生、大塚桂子先生をご紹介下さいました。
千葉県病院薬剤師会へ初参加した折は千葉県救急医療センター部長の藤原良雄先生が県内の施設の先生
方とのご縁を作って下さり、その輪を大きく広げてくださいました。50 歳を過ぎて初めて薬剤師とし
ての交流を持ったのです。恥ずかしい限りですが“井の中の蛙“だったことを大いに反省もしました。
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その後は微力ながら千葉県病院薬剤師会活動を通し、自分自身はもちろん各施設で抱える悩みなどを共
有しつつ情報交換できる関係を築けたと思っています。同期生から県内同窓生、更に県外、また、出身
大学を問わず多くの先生方との繋がりを持てたことは大きな財産となりました。

【第２の薬剤師スタート】
平成 29 年３月に定年退職を迎え 40 年の勤務を無事終えました。若い後任の後見に顧問として残るこ

とになりましたが、30 年３月をもって辞意を表明したところです。思えば３年位で寿退社？と思って
勤め始めましたのに、結婚・子育てを経験しつつ継続してきました。それには家族や多くの方々の理解
と協力があったからこそと感謝しております。引き続き少しスローペースで社会貢献できるような仕事
に就きたいと考えております。

【最後に】
病院薬剤師は今、医師の負担軽減等のためにと様々な業務を求められ変化して来ています。やりがい

も大きい分その負担も増しています。今後は既成概念に囚われることなく柔軟な考えをもって薬剤師の
職能を発揮していってほしい。また、ＩＴ化も進んでいる現在、機器に頼り過ぎると薬剤師は必要ない
と言われないよう、しっかりとそれらＩＴ機器を使いこなし、薬剤業務を効率よく行えるよう改革して
いってほしいと願っております。

永く勤め再就職を検討しているこの節目の時期にこの依頼を受け、苦々しい思い出よりも良き思い出
が多く、薬剤師として振り返る良い機会となりましたことに感謝申し上げます。

末筆ながら、会員の皆様の益々のご活躍とご健勝を祈念しております。

★おめでとうございます★
第 11 期（1966 年卒・薬物）上村浩子様が新潟県病院薬剤師会の理事として多年にわたり

尽力した功績により、平成 29 年 10 月 2 日に薬事功労者厚生労働大臣表彰を受賞されました。

　第 56 期（2013 年卒・薬剤）福田春香様が「乳幼児に与える散剤のペースト化に必要な水
分量の最適化と後発医薬品への適用に関する研究」を通じ、薬剤師の調査・研究活動への意
識向上並びに調査・研究内容のさらなる質の向上に資する優れた発表であるとして、平成 29
年 10 月 9 日に第 50 回日本薬剤師会学術大会ポスター優秀賞を受賞されました。

心よりお祝い申し上げます。益々のご活躍を期待しております。

事務局からお願い
　学会等で多くの会員の方々がご活躍のことと存じます。しかし、実際にはなかなか皆様の
ご活躍を知ることができません。今後なるべく本会誌でご紹介できるものはご紹介して行き
たいと考えております。何かございましたら桜薬会までお知らせください。
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人 物 往 来

37 期（薬学部生物薬学科：1992 年卒）　渡邊　和裕
桜薬会の皆様 はじめまして。1992 年に薬学部を卒業しました渡邊和裕と

申します。このような形で桜薬会の諸先輩方後輩の皆様にご挨拶させていた
だけますこと大変光栄に思っています。今回の原稿の依頼を受けまして文才
のない私なんかで大丈夫なのかと思いましたが、私の人格形成の礎になりま
した母校からのありがたいご依頼、誠に光栄であり快く引き受けさせて頂き
ました。私も来年で 50 歳になります。人生を振り返る良い機会をいただけ
たと思い、母校への感謝の気持ちと同窓生や後輩達への思いを記したいと思
います。

　何卒　最後まで宜しくお願いいたします。

【広島からの上京そして学生生活】
現在は調剤薬局を起業し栃木県に拠点を置いていますが、広島県三原市出身で現在も両親は三原の実

家に住んでおります。三原市は広島県でも東側で　映画の舞台でも有名な尾道市の西隣にあり、港町で 
昔は四国への玄関口として栄えていました。私が高校を卒業した昭和 63 年は地元三原ではコンビニや
ファストフードのお店もない本当にど田舎者でした。東京はおろか関東など行ったこともなく御茶ノ水
キャンパスに入学試験に行った時の緊張は今でも忘れられません。

そして合格の便りをもらいいざ千葉の習志野新キャンバスへ……申し遅れましたが私ども 1988 年（昭
和 63 年）入学から薬学部になり習志野の新校舎で新入学を迎えることとなりました。父親の乗ってい
たワンボックスカーに衣類一式、布団など詰め込み両親と共に車で一路千葉に向けてひた走りました。
早朝に出発し順調に東名高速まで走りついたのですが夕方になり用賀 IC から首都高速に入るところで
かつて見たこともない、大渋滞に見舞われました。千葉の習志野台のアパートに着いたのは夜中の 12
時でなんと東京から千葉まで６時間もかかりました。あの時東京の大渋滞を体験し都会の洗礼を受けま
した。そして不安だらけ習志野での新生活が始まりましたが、入学初日に不安げな広島出身の田舎者に
声をかけてくれたのが、たまたまガイダンスで座席が前後になった南健二君と鈴木重由君でした。出会っ
たその日に帰り足で私のアパートに遊びにきてくれて歓迎会をしてくれました。宅配ピザを初めて食べ
ました。そしてビールの一気飲みも教えてもらいました（笑）友人にも恵まれ学生生活がスタートしま
した。薬学部１期生ということでクラブもなければサークルもなく全てがないもの尽くしでゼロからの
スタートでした。私は高校時代サッカー経験があり隣の A 組でサッカー経験者がサッカー部結成の情
報を聞いたので、私もサッカー部に入部させてもらいました。当時、理工学部キャンパスのグラウンド
借りたり、近くの公園で皆んなで練習したことを思い出します。

全く勉強の話は出てこなくてすみません。サッカー部に明け暮れた日々でした。実習ではチームを組
んだ W 横山さんコンビにはレポート作成等大変お世話になりありがとうございました。実験で水道の
蛇口が取れて噴水状態にしてしまったことは忘れられない出来事です。

サッカー部は後輩も入ってきて学内でも一大勢力になり、夏合宿に春合宿に大いに学生生活を謳歌し
ました。

いつも渡邊和子先生にはサッカー部の面々が学業でご迷惑をおかけしてすみませんでした。私も成績
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は再試組でしたが何とか単位を落とすことなく進級していました。研究室は薬理学教室に配属させてい
ただきました。伊藤先生、石毛先生とは研究室旅行で女装大会をしたり今となってはお宝の写真がタン
スの奥に眠っています。３年生の後半になり就職活動時期でしたが、製薬業界まだまだバブル後半で薬
理学教室の福田教授の推薦で第一志望の武田薬品工業に内定が決まりました。今では信じがたいですが 
筆記試験１回、面接２回で内定を頂きました。こうして楽しかった習志野での学生生活４年間に終止符
を打ちサッカー部の仲間達もそれぞれの場所に赴任して行きました。

【MR 時代】
平成４年に武田薬品に入社し、約６ヶ月の大阪吹田での研修を終え、初めての赴任先に宇都宮営業所

勤務を命じられました。東京、千葉、神奈川を希望していましたが北関東、しかも聞いたことのない宇
都宮への赴任は都落ちした感じでしたが、人事担当からは栃木は地方都市には珍しく私立医大が２校（自
治医大と獨協医大）がある県でやりがいがあるという言葉をいただき期待を胸に宇都宮にやって来まし
た。最初の３年は 宇都宮市内の両大学がそれぞれ派遣している中小病院の担当として、ほぼプロパー
活動でしたが、若い先生方に武田製品の医薬品情報を提供していました。当時は術後の感染予防の抗生
剤のルーチン化を他社との競争が激しく日中夜まさに戦っていました。その時の負けない営業活動の魂
が今の仕事への教訓になっています。また、今ではもう昔の治療ですが C 型肝炎のインターフェロン
治験や PPI の除菌の治験にも携わりとても勉強になりました。その後業績もアップし、自治医科大学
の担当に変更になり多くの自治医大の先生、特に若いレジデントの先生と知り合えたことが今の大きな
財産になりました。

【医薬分業を機に起業】
平成 10 年、医薬分業が加速に向かっている中で広島の父親より武田を辞めて広島で薬局をやって欲

しいとお願いされました。正直 MR として楽しい時代でしたし、こんな優良企業　辞めて起業なんて
怖くて考えられなかったです。父親の希望もわかりますし、非常に厳しい選択でしたが、お世話になっ
ていた医師に相談しましたら MR として人脈形成した栃木で開業したら良いのではというアドバイス
をいただきました。

父親もそれには納得し、暑かった平成 10 年の８月に、パワーファーマシーを創業し 10 月の開業目指
して奮闘しました。担当の後任者に引き継ぎもしながら、新店舗の建築、保健所、厚生局への届け出な
ど無我夢中で店舗の立ち上げに向けて本当に頑張りました。あの時の諦めないで貫く強い気持ちは自信
にもなりました。しかし、１店舗目の創業が苦戦の毎日でした。総合病院の近くに開業しましたがすで
に周りに３店舗ありうちは４軒目でしかも素人の店舗です。患者さんも少なく不安の毎日でしたが、武
田薬品の同期入社で開業医担当の友人が新規の開業案件を紹介してくれ、藁をも掴む思いで開業半年で
２店舗目の店舗の出店を決め融資も受けれず最小限の資金で２店舗目の開業をしました。また１年後に
私の宇都宮での独立を進めてくれた先生が開業するとのお話しいただき、２年で３店舗の出店をしまし
た。あの時のがむしゃらさがあったので今に生きていると思います。それにしても人手には困りました。
知名度もない薬局に薬剤師が就職してくれるはずもなく当時は３店舗を駆けずり回り、薬剤師の休暇を
埋めて回りました。

当時は日大の薬学部の同窓会名簿も購入できた時代で栃木県に住所がある後輩に電話しまくった覚え
もあります。その成果もあり一人面接までこぎつけ採用になりました。本当に嬉しかったですね。

１年に１店舗ほどの出店が進み、５年で６店舗になった時、どうしても一人では回せなくなり同級生
でサッカー部の仲間だった榎本君に手伝ってもらえるようお願いし、快く都内から栃木に来てくれまし
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た。また更に出店が進み翌年にはまたサッカー部の仲間の酒井君ご夫妻（奥様も同級生）に埼玉からご
家族共々栃木に移住をしていただきました。この３名が来てくれなければ、我が社の発展はなかったと
思います。この場をお借りして榎本君、酒井ご夫妻、本当にありがとうございました。御礼申し上げます。

【介護事業への進出】
店舗拡大で事業も安定する中で、今後の超高齢化社会に向けて、社会に地域に貢献できることはない

か模索して介護事業に進出することを平成 24 年に決め株式会社パワーライフサポートを設立しました。
平成 25 年６月に　サービス付き高齢者住宅、内科を併設させ調剤薬局と更に、デイサービス、訪問介
護事業所を立ち上げ、医療と介護の複合施設を開設いたしました。薬剤師が在宅の現場で必要とされ活
躍できるよう、弊社採用のケアマネ、介護福祉士と情報の共有を図れるよう仕組み作りをしています。
また、昨年の 11 月には新たに有料老人ホームを開設し、訪問看護ステーションも立ち上げ、今後の高
齢化社会に貢献できる企業として医療・介護の架け橋となれるよう取り組んでいます。

【これからの使命】
平成 24 年から栃木県薬剤師会の常務理事に推薦を突然いただき２年後の平成 26 年から副会長を拝命

いたしました。現在、栃木県薬剤師会の仕事にも多く携わり、薬剤師の職能向上への一翼を担っており
ます。調剤報酬が叩かれ、薬局薬剤師に逆風が吹いている中、しっかりと、かかりつけ薬剤師・薬局の
必要性を理解いただき、健康サポート薬局が地域の健康発信拠点になるよう頑張って参りたいです。薬
剤師自体も時代の流れでずいぶん変遷し勤務の薬剤師が増えて来ており、薬剤師会の運営も岐路に立た
されています。勤務薬剤師にも優しく魅力ある薬剤師会を作っていかなければと考えています。まずは
栃木県で発信して行きたいです。

当社も平成 10 年８月に産声をあげ、今年で満 20 周年を迎えました。これもひとえに 温かく見守っ
て頂きました先生方、社員、取引業者の皆さまのお陰です。そして何より人間形成でもっとも重要な時
期を過ごさせて頂きました日本大学薬学部での濃密な４年間。支えてくださった先生方の皆様、そして
寝食をともにしたサッカー部の仲間たちに感謝です。気がつけば若いつもりでいましたが今年で 49 歳。
アラフィフ。

今後はお世話になった皆様に恩返しして行きたいと考えています。
この 20 年の節目の年に　桜薬会に掲載させてくださること本当に嬉しく　運命を感じます。
末筆になりましたが今後の桜薬会の更なる発展をご祈念いたします。
また栃木県でも桜薬会の活動に積極的に参加して行きたいと思いますので　栃木県の先輩方、お声が

け宜しくお願い致します。
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追悼　花野　学先生を悼む

1992 年卒（37 期）　鈴木　豊史
元日本大学薬学部教授（東京大学名誉教授）、花野　学先生（享年 87 歳）は、

平成 29 年 10 月 15 日にご逝去されました。ここに、謹んでお悔やみ申し上げ
ます。

花野先生は、昭和 28 年に徳島大学薬学部薬学科をご卒業された後、東京大
学大学院に進学され、薬学博士の学位を取得されました。その後、昭和 33 年
に東京大学薬学部に助手として勤務され、昭和 46 年４月に東京大学薬学部教
授（製剤学教室）として、学生の教育・研究指導に尽力され、学界・製薬業

界で活躍する多くの優秀な方々を輩出されました。花野先生は、平成元年に定年退官されるまでの長きに
わたって、日本の生物薬剤学・薬物動態学の研究の発展に力を注がれました。

日本大学薬学部には平成３年４月に着任され、臨床薬剤学研究室教授（現・臨床薬物動態学研究室）、
薬剤学研究室教授として、大学院薬学研究科の設置認可に向けて薬学部創成期の教育研究の基盤をつくら
れました。平成６年から３年間は第３代薬学部長をお務めになられ、平成 10 年からは日本大学国際産業
技術・ビジネス育成センター（現・日本大学産学官連携知財センター）初代副センター長として 70 歳で
定年退職を迎えられるまで、薬学部のみならず日本大学においても中心的役割を果たしてこられ、大学の
運営・発展に大きく貢献されました。

私（学部１期生）が、先生にはじめてお会いしたのは、大学院に進学したい意思を研究室の教授（堀岡
正義先生）にお伝えした日であったと記憶しております。それ以降、私が大学院修士・博士課程・助手時
代まで、研究室の内外で先生と多くの時間を共有させていただきました。先生は、教育・研究のみならず、
哲学、人文・社会、科学技術に至る幅広い知識をお持ちでした。昼食時には、ユーモアを交えながら研究
の苦労話や、やってみたら面白そうな新しいアイディアを提供して下さいました。｢どんなに素晴らしく
ても、わかりにくい研究は評価され難いから、シンプルでわかりやすい研究を心がけなさい｣ と常に声を
かけて下さいました。先生から溢れ出る学問・研究への情熱と楽しさを全身に浴びることができた“時代

（とき）”を一緒に過ごせたことは、現在の私を形作る大きな要素となったと感じております。そして、先
生の教えは先生と関わりがあった多くの人々にいつまでも引き継がれていくものと確信しております。

先生のユニークなお人柄を示すエピソードを紹介します。ある日、私達 3 名は ｢来週の大学院薬剤学
特論の試験は私の家でやるので、夕方からの予定を空けておいてください｣ と言われました。ドキドキし
ながら大学から近い先生の御自宅まで行きました。奥様も試験監督ではなかろうか？という雰囲気のなか、
口述試験はなんと“豚しゃぶを食べながら”行われました。ときには、先生の御自宅の冷蔵庫が壊れ、“空
にするために”お招きいただきました。それにもかかわらず、若気の至りで翌朝までご迷惑をおかけしま
した。ふと目覚めたとき、床の間には“平常心”と書かれた掛け軸が飾られていたことが、今でも鮮やか
に思い出されます。先生の“平常心”に救われたこと、尊い恩師に恵まれたこと、そして生前いただきま
したご恩に対して、ここに厚い感謝の念と深い想いを込めてお礼申し上げます。

花野学先生の本学に対する多大なご貢献に重ねて感謝申し上げるとともに、心よりご冥福をお祈り申し
上げます。
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はじめに
スキンケアとは化粧品や医薬部外品を用いて皮膚の健康を保つことであ

る。化粧品は疾病に用いる医薬品とは異なるが、薬局で薬剤師が扱うこと
も多い。また、近年、スキンケアによりアトピー性皮膚炎の寛解状態を保っ
たり、食物アレルギーを予防したり、皮膚がんを予防したりといった報告
がある。美容目的と思われがちな化粧品を上手に使用することにより、健

康を保つ方法を紹介する。

化粧品とは
化粧品は、薬機法において「人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若し

くは毛髪をすこやかに保つために、身体に塗擦、
散布その他これらに類似する方法で使用される
ことが目的とされているもので、人体に対する
作用が緩和なもの」と定義されている。化粧品
にはメイクアップ用品や香水のみでなく、スキ
ンケア用品、シャンプーやリンスなどのヘアケ
ア、歯磨きなどの口腔ケア用品など広範囲のも
のが含まれる。化粧品基準は化粧品に用いては
いけない成分のネガティブリスト、保存剤や紫
外線吸収剤として用いてもよい成分のポジティ
ブリストを含み、安全な化粧品を製造する指針
となっている１）。化粧品に含まれる成分は全成分表示となっており、消費者も何が含まれているか把握
できるようになっている。化粧品の効能効果としては 56 の効能効果が認められており２）、これ以外の
ものは化粧品としては認められない。化粧品と類似の使用を行う医薬部外品を薬用化粧品と慣用的に呼
ぶ。薬用化粧品には、シミやしわなどの改善など、緩和な作用が認められる有効成分が含まれる。

皮膚の構造と機能
皮膚は、生体を外界から守る最大の臓器である。皮膚は外側から表皮、真皮、皮下組織からなり、付

属器官として汗腺や毛包がある。血流や神経は表皮直下まできている。表皮は基底層で細胞分裂が起こ
り、その細胞が表面に向かって有棘層、顆粒層、角層へと分化していく。４～６週間のターンオーバー
で、表面となった角層は１日１枚程度、いわゆる垢としてはがれていく。

最外層の角層は扁平なケラチノサイトとその間を埋める細胞間脂質からなり、物質の侵入を物理的に
防ぐ役割を持っている。顆粒層にはタイトジャンクションが存在し、外界からの物質の侵入を防ぐとと
もに体内からの水の蒸散を抑制している。また、その下の層は生きた表皮と呼ばれるが、ここには代謝

薬品物理化学研究室　教授　藤井　まき子

スキンケアと健康
－上手な化粧品の使用と薬剤師の役割－

集特
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酵素や免疫をつかさどるランゲルハンス細胞が存在する。このように複数のバリア機能を持つ表皮では
あるが、厚さは 50 ～ 100µm しかないため、厚さ数㎜、コラーゲンに富む真皮が物理的強度に大きな役
割を果たしている。

保湿による皮膚トラブルの回避
化粧品は作用が緩和ということで、作用は皮膚最外層の角層に限定される。しかし、角層の状態が皮

膚全体に影響することが知られている。角層はいわゆる死んだ角層細胞とその間を埋める細胞間脂質か
らなり、物質の皮膚からの侵入を防いでいる。その機能を保つためには適切な水分保持能が必要なこと
が知られている。水分の保持には様々な要因が関係している。皮膚表面を覆う皮脂も大切であるが、特
に近年着目されているのは、角層間脂質の成分の一つであるセラミドと天然保湿因子 NMF の基となる
フィラグリンの存在である。何らかの原因でこれらのバランスが崩れた状態が肌荒れである。肌荒れが
重度になると、バリア機能の低下から様々な刺激が皮膚内部に伝わり、炎症を起こしたり、角化異常
を起こしたりして、ますます肌荒れが増悪する。炎症を起こしているときは、ステロイド外用剤のよう
な医薬品を用いた治療が必要であるが、その
ような状態になる前に肌荒れを改善すること
が大切である。乾燥を防ぎ、皮膚の状態を良
好に保つためにはいわゆる保湿が必要である。
保湿剤には右に示すようないろいろなメカニ
ズムを持つ成分が含まれている。エモリエン
ト剤は皮膚表面を油膜で覆うことにより、皮膚からの水分の蒸散を防ぎ、水分を保持する。典型例とし
て白色ワセリンがあげられるが、化粧品では使用感から流動パラフィン、スクワラン、エステル油など
の液状油も多く用いられ、また、油脂そのものよりもクリームとして用いることが多い。また、天然保
湿因子 NMF の不足には、低分子量で角層の主要構成タンパクであるケラチンと相互作用により保水性
を保つヒューメクタントが有効である。ヒアルロン酸などの高分子は水分保持能が高いため、皮膚表面
に被膜を作ると同時に皮膚水分量を上昇させることができる。多くの保湿製剤は、これらを複数配合し
ている。保湿剤は継続して使用することが重要なので、成分のみでなく、使用感や嗜好も考慮すること
が大切である。

保湿が効果的である疾患として、アトピー性皮膚炎 3）、老人性乾皮症 4）、尋常性ざ瘡を取り上げる。
アトピー性皮膚炎の原因は複雑であるが、角層のセラミド量の低下やフィラグリンの不足による

NMF、ウロカニン酸の低下によりバリア機能が低下することがその一因となっている。炎症があると
きにはステロイド剤やタクロリムスなどの外用剤を用い皮膚科での治療をするべきであるが、見かけ上
正常な状態、寛解状態となった際には保湿剤によるスキンケアが再燃防止に有用であることが、日本皮
膚科学会アトピー性皮膚炎治療ガイドラインにも示されている。また、近年、アトピー性皮膚炎や食物
アレルギーがスキンケアにより発症予防できるのではないかという知見も報告されている 5）。アトピー
性皮膚炎ハイリスク新生児に乳液タイプの保湿剤を毎日全身に 1 日 1 回以上塗布すると、部分的にワセ
リンのみを適用する場合に比べ発症が抑制され、発症が抑制された群では卵白感作率が低いとの報告が
ある。アトピー性皮膚炎患者の場合、バリア機能が低いので、接触性皮膚炎をおこしやすい傾向がある
ので、低刺激性の製品を選択することが望ましく、アトピー性皮膚炎患者をターゲットとした保湿剤も
市販されている。

老人性乾皮症は 40 代以降に多く見られる、四肢や背部にかゆみを伴った乾燥状態である。空気の乾
燥が著しい秋～冬に増悪する。原因は皮脂、NMF、角層間脂質の不足で、鱗屑や亀裂が見られ、痒み

皮膚表面に油膜 白色ワセリン
各種クリーム

皮膚表面に被膜・保水 ヒアルロン酸
コラーゲン

天然保湿因子の補給 尿素、乳酸塩、塩類、
ピロリドンカルボン酸、
グリセリン

角層間脂質の強化 セラミド
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のため掻破を行った痕、痂疲、糜爛などが見られることもある。増悪時には皮膚科でステロイド外用薬
やヘパリン類似用物質の外用など医薬品を用いるが、寛解時および翌年は適切な保湿を行うことで防ぐ
ことができる。乾燥が始まる１～２か月前（９～ 10 月ごろ）から気に入った保湿剤を毎日用いる。入
浴後がよいという報告もあるが、継続すると差がないという報告もあり、使いやすいタイミングで使用
することでコンプライアンスを高める方が重要である。また、入浴時に皮脂を落としすぎたり、こすり
すぎたりしないように気を付ける、洗浄剤（石鹸など）はよく泡立ててから、数日に１回使用するといっ
た日常生活上の工夫も大切である。

少し意外に感じる疾患として尋常性ざ瘡、いわゆるニキビがある。ニキビは毛包皮脂腺が塞がること
から始まるため、過剰な皮脂や不要な角層を取り除く洗顔が重要である。皮脂が増悪因子になると考え
られ、保湿は不要のように考えられるが、皮脂を取り除いたまま乾燥状態が続くと、角層に異常が起こ
り、結果として肌荒れによる毛包部分の過剰角化でニキビが発生することが知られている。ニキビの場
合、油脂は悪化原因となるので、エモリエント剤よりもヒューメクタントを中心とした水分保持機能を
持つ成分を含む保湿剤が適切である。

このように、保湿はスキンケアの基本であり、美しい肌を保つという美容目的以外に、皮膚疾患を防
ぐという意味でも重要である。アトピー性皮膚炎のような難治性の疾患の場合は皮膚科医と連携しなが
ら、その他の肌荒れでも炎症を伴う場合は受診勧告、もしくは OTC 薬での治療とともに、保湿剤の適
切な使用を勧めることが望まれる。

　
サンスクリーン剤による光老化の防止

皮膚の老化には年を取ることによっておこる自然老化と紫外線により生じる光老化（ひかりろうか）
がある 6）。普段日に当たらない腹部と顔などを比べた時の差が光老化である。紫外線は、シミやシワと
いった美容上の問題のみでなく、長寿となった現在では皮膚がんの原因となることが明らかとなってい
る。地表に届く紫外線はエネルギーが大きく日焼けを起こす UVB（波長 290 ～ 320 nm）とエネルギー
は小さいが深くまで到達し、シワなど長期的な影響の大きい UVA（波長 320 ～ 400 nm）がある。皮
膚に紫外線があたると、DNA が損傷され、炎症を起こし赤くなったり（サンバーン）、これを防ぐた
めにメラノサイトはメラニンを作り、皮膚の黒化
が起こる（サンタン）。長期間繰り返し太陽光に
暴露されると、深いシワが増え、皮膚が厚く乾燥
した状態となる。また、シミが増え、日光角化症 ,
基底細胞がんや有棘細胞がんが発生することもあ
る。

ヒトにより紫外線に対する感受性が異なること
も知られており、赤くなるが黒くならないタイプ
Ⅰから皮膚色が黒く赤くならないタイプⅥに分類
される。黄色人種である日本人の多くは、赤くな
りやすくわずかに黒くなるタイプⅡからわずかに
赤くなり黒くなりやすいタイプⅣに当てはまる場
合が多い。また、医薬品の摂取により紫外線に対する感受性が亢進する場合がある（薬剤性光線過敏症）。

光老化を防ぐためには、紫外線に当たらないように、特に紅斑を起こすような日焼けをしないことが
大切である。そのためには日差しの強い季節、時間帯の外出を避けることが望ましいが、外出する際は
日傘や帽子、衣類で日差しを遮ること、また、露出部にはサンスクリーン剤を用いることが推奨される。
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サンスクリーン剤には吸収極大波長が UVB や UVA 領域にある紫外線吸収剤（メトキシケイ皮酸エ
チルヘキシルなど）と紫外線を皮膚表面で散乱させる粉体である紫外線散乱剤（酸化亜鉛など）が含ま
れる。サンスクリーン剤は多種多様な製品が市販されており、その選択には機能表示である SPF と PA
が参考になる 7）。SPF と PA の算出方法を示す。SPF は UVB による紅斑を防ぐ効果を示す値で，例え
ば 30 分で赤くなり始めるような光を浴びた場合、SPF 5 のサンスクリーンを塗布すると 2.5 時間で赤
くなり始めるということを示す。つまり、SPF 値が大きいほど、光を防ぐ効果が大きいということで
あり、最大で 50+ までの表示がある。SPF が大きいものほど安心ともいえるが、SPF を高くするため
には紫外線吸収剤や散乱剤の含量が高くなり、使用感が悪くなるので、必要十分なものを用いればよい。
例えば日常生活では長時間強い日差しにさらされることはないので、SPF15 以下で十分であるが、タ
イプⅡの人が真夏のマリンスポーツという場面では SPF50+ を用いたほうがよい。また、汗や水で落
ちる可能性が高い場合はウォータープルーフ（耐水性）の製品がよい。現在、学校生活におけるプール
活動においても耐水性サンスクリーン剤を用いることが日本臨床皮膚科医会から推奨されている。PA
は UVA 防御の目安であり、日常生活では + で十分であり、炎天下のレジャーでは +++ のものが推奨
される。

サンスクリーン剤の性能は 2mg/cm2 つまり外用剤の１FTU を両掌と同じくらいの面積に塗った時に
発揮される。通常に塗り広げると半量くらいしか使用しないので、強い日差しが予測される場合は、2
度塗りをする、こまめに塗りなおすといった使用方法が推奨される。また、サンスクリーン剤でない化
粧品にも SPF や PA が表示されているが、塗布する量が少ないものに関しては、参考程度にとどめて
考えたほうがよい。

日常的にサンスクリーン剤を使用することにより、光老化を防ぐことができ、美容上も健康上も望ま
しいと考えられる。しかし、紫外線はビタミン D の生成に必要であり、過度の紫外線防御は問題である。
使用者の様子を見てアドバイスをするのも薬剤師の役割の１つである。

有害事象の発見と報告
化粧品は、医薬品と異なり、消費者が自由に使用するため、安全性の担保が重要である。使用期間、

用法は使用者に委ねられているが、インターネット上では提案されている使い方には安全性に問題があ
ることがあり、良識に基づいた、安全に使用する知恵も重要である。肌荒れを起こす、かぶれるという
こともあるので、その際は直ちにその製品の使用を中止することが推奨される。トラブルが起こりやす
い人は、皮膚科でパッチテストを行うと、原因物質が特定できることがある。原因物質がわかれば、そ
れを含まない製品を選択することができる。

医薬部外品において、最も傷害例が多いのは染毛剤である。酸化染毛剤中には染料前駆体としてパラ
フェニレンジアミンなどが含まれ、感作によるかぶれを起こす。このアレルギーは染毛から 2 ～ 3 日たっ
てから起ること、また、それまでずっと使って大丈夫だった製品で起こることから、ご本人は染毛が原
因と思わず、重篤な症状を引き起こすことがある。本来は 48 時間前にパッチテストを行ってから使用
することになっているが、現実には実行されていないことが多い。

薬用化粧品でも近年、石鹸中の加水分解小麦タンパクによるアレルギー発症やロドデノールによる白
斑といった事例が報告されており、症例の発見、対処の遅れが問題となった。PMDA には医薬部外品
や化粧品についても安全性報告書による報告が呼びかけられている。また、SSCI-Net という皮膚安全
性症例情報ネットもこれを機会に立ち上げられている。皮膚科医が中心であるが、多くの人と接する機
会のある薬剤師の関与も求められている。
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終わりに
化粧品は、疾病の治療に使うものではないが、上手に使用することにより、乾燥や紫外線を防いで皮

膚を健やかに保つことができる。化粧品の多くはドラッグストア・薬局においても販売されている。薬
剤師が上手な使用方法を提案したり、危険な使用方法を防いだり、有害事象の早期発見に努めることは
多くの人々の QOL の改善につながると考えられる。

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、校友会会員の方々か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。

　　　　  募金は下記振替口座にお願いいたします。
口　座：００１２０－５－３１８７３４（ゆうちょ銀行）

　　　　  口座名：日本大学薬学部校友会奨学金
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平成 30年度　生涯教育講座のご案内
　平成 30 年度の生涯教育講座の日程と会場（いずれも予定含む）をご案内します。演題・講師は随時ホー
ムページでご案内しますので、お早めの受講申込みをお待ちしています。なお、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ご確認ください。
http://www.pha.nihon-u.ac.jp/longlife-learning.html/
事前申込み方法：上記ホームページの Web フォームからお申込みいただくか、受講申込書に御記入の上、
FAX にて申込締切日までにお申し込みください。
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

１　講座［最近のトピック］

　最新の知見に基づいた疾病の治療、医薬品・実務に関わる最新情報を習得し、薬剤師としてのスキル
アップを図るための講座です。

会　場：船橋市民文化創造館（きららホール）
　（所在地：千葉県船橋市本町 1–3–1　フェイスビル 6 階　最寄駅：ＪＲ中央・総武線　船橋駅）
時　間：19 時 30 分～ 21 時 00 分
開催日：第 175 回 平成 30 年 5 月 24 日（木）
  第 176 回 平成 30 年 7 月 11 日（水）
  第 177 回 平成 30 年 9 月 18 日（火）
  第 178 回 平成 30 年10月 25 日（木）
  第 179 回 平成 31 年１月 11 日（木）
  第 180 回 平成 31 年２月 28 日（木）

２　講座［ファーマシューティカルケアの最前線］	

　専門の疾患領域で活躍する講師による、薬剤師としての専門知識を体系的に習得するための講座です。

会　場※：日本大学桜門会館　３階会議室　
　　　　　（所在地：千代田区五番町 2–6　最寄駅： JR 中央・総武線　市ヶ谷駅）
時　間：13 時 00 分～ 17 時 50 分（90 分×３コマ）
開催日※：平成 30 年 5 月 27 日（日）
  平成 30 年７月８日（日）
  平成 30 年９月９日（日）
  平成 30 年11月11日（日）
  平成 31 年２月17日（日）
  ※開催日と会場は、平成 30 年 4 月に確定します。ホームページでご確認ください。
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３　講座 [ブラッシュアップ・セミナー ]

　臨床研究の倫理指針や研究デザインについての理解を深めます。これから研究を始めようと思ってい
る方、臨床上の問題解決のために研究に取り組みたい方など、初学者でも気軽に参加できます。

開催日：平成 30 年５月 26 日（土）・27 日（日）
会　場：日本大学通信教育部　
　　　　（所在地：東京都千代田区九段南 4–8–28　最寄駅：ＪＲ中央・総武線　市ヶ谷駅）
単位数：６単位（１日半）　受講料：10,000 円　定員：30 名

４　[実践セミナー ]

　フィジカル・アセスメント、服薬支援の知識と技能を身に付けるための参加型セミナーです。

開催日：平成 30 年 6 月 23 日（土）・24 日（日）
会　場：日本大学薬学部
　　　　（所在地：千葉県船橋市習志野台 7–7–1　最寄駅：東葉高速線　船橋日大前駅）
単位数：５単位（1 日半）　　受講料：10,000 円　定員：20 名 

５　講座［大学院（土曜）講義受講コース］

昨年度と同様に開講する予定です。平成 30 年 4 月以降にホームページでご確認ください。

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納入した翌年に薬学部校友会へ還付されます。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。



– 18 –

病院薬学研究室（１号館３階 135）

桜薬会会員の皆様方におかれましては、益々ご活躍のこととお慶び申し上げます。病院薬学研究室の
近況についてお知らせいたします。本研究室には、教員２名（福岡憲泰教授、大場延浩）に加え、４～
６年生の計 23 名の卒業研究生が在籍しております。さらに、上席研究員と客員研究員の先生が各１名
ずつ在籍しております。

４年生は昨年末に OSCE、年明け早々に CBT を終え、卒業研究に着手したところです。５年生は、
実務実習（III 期）に行く学生と大学で研究を継続する学生とそれぞれです。６年生は国家試験に向け
て勉強を進めており、この会報が発行される頃には、新たな一歩を踏み出していることと思います。

本研究室では、病院の医療情報データを用いて TDM や薬物動態に関する研究（福岡先生）やレセプ
トデータを用いて薬の安全性に関する薬剤疫学研究（大場）を行っております。

毎年恒例となっている病院薬学研究室同窓会（第６回）が、昨年の 12 月に開催され、以前に在籍し
ていた濃沼先生（現、帝京平成大学）にもご出席いただき、病院薬学研究室の先輩方と現学生との間で
楽しく交流を深めることができました。毎年感じることではありますが、先輩方のご活躍の様子をとて
も頼もしく思いました。

最後になりましたが、会員皆様のご健康とさらなるご活躍を心よりお祈り申し上げます。（大場　記）

研 究 室 だ よ り
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機能形態学研究室（３号館１階 315）

桜薬会会員の皆様におかれましては、各方面で御活躍のこととお慶び申し上げます。機能形態学研究
室の近況をお知らせ致します。現在、研究室は木澤靖夫教授、益子崇准教授、助教の私（木村）の教員
３名で教育・研究活動に取り組んでおります。そして、卒業研究生は、６年生 13 名、５年生 14 名に加
え、４年生 13 名が配属されており、さらに研究員１名と合わせて、総勢 44 名の大所帯となりました。

昨春には、研究室旅行として埼玉県秩父市の長瀞に行き、川下りや芝桜、うどん打ちを楽しみました。
６年生は学業に励むべく不参加となり、５年生のみの参加となりましたが、天候にも恵まれ、充実した
２日間を過ごして参りました。その６年生においては、７月に開催された卒業研究発表会で、研究成果
についてポスター発表を行いました。そして、この発表会での活発な討論を反映させた卒業論文も、９

薬理学研究室（３号館１階 312）

校友会会員の皆様には益々ご活躍のこととお慶び申し上げます。
薬理学研究室の近況をお知らせいたします。現在の所属は、教員３名（伊藤芳久教授、小菅康弘准教

授、石毛久美子）、大学院生１名（博士課程２年：南郷拓嗣君）、卒業研究生 29 名（６年生︰８名、５
年生︰８名、４年生 13 名）、研究員１名（長田暢弘氏）です。教員は、メンバーの変更はありませんが、
2016 年４月より小菅氏が准教授に昇格しております。小菅准教授は、2016 年８月より１年間、日本大
学海外派遣研究員として米国カリフォルニア州の Salk 研究所に出張し研鑽を積んで参りました。研究
中心の生活をエンジョイされたことと思います。帰国後は、以前にもまして、実習や講義に時間を取ら
れていると思いますが、研究面でもますますの活躍を期待しております。卒業研究生は、学年によって
状況や目標の違いがありますが、皆が目的に向かって切磋琢磨しています。６年生までに、学会で発表
できるようになる場合も増えており、今年度も卒研生が学会で発表しております。また、南郷君は、こ
の２年間で国内だけでなく海外でも学会発表を経験し、論文も１報受理されるなど、着実に成果を挙げ
ています。このような中、もちろん、皆で親睦を深める機会も大切にしております。昨年も夏に１泊で
鬼怒川方面に卒業研究室旅行に行き、楽しいひとときを過ごしました。写真は、その時の１コマです。

最後になりますが、会員の皆様のご健康とご活躍をお祈り申し上げます。 （石毛　記）
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有機化学研究室（３号館３階 332）

春風が心地よいこの頃、桜薬会会員の皆様におかれましては益々御健勝のこととお慶び申し上げます。
有機化学研究室の近況をお知らせ致します。

平成 29 年度には卒研生として４年生 13 名が配属となりました。配属が決まった後に津田沼で歓迎会

月に無事提出されました。本原稿執筆段階では卒業試験も終了しており、国家試験に向けて最後の追い
込みに奮闘しております。また、4 年生は全員 OSCE 及び CBT に合格し、実務実習と卒業研究に向け
ての準備に、実習を終えた５年生は卒業研究に日々邁進しております。

毎年、幾人かの卒業生から結婚・出産などの朗報が届きます。この研究室から社会へ巣立っていった
学生たちが、研究室のことを忘れずに吉報を携えて再訪してくれるということは、非常に嬉しい限りで
す。このような雰囲気をこれからも継続していければ、と思っております。

益々薬学をとりまく環境も非常に厳しい状況ではありますが、校友諸兄姉におかれましては今後とも
御指導・御鞭撻の程、宜しくお願い致します。最後になりましたが、会員の皆様の御健康と御活躍をお
祈り申し上げます。　 （木村　記）
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薬剤学研究室（３号館４階 341、６号館４階 648）

桜薬会会員の皆様には、多方面で益々御活躍のこととお慶び申し上げます。
すでに会報 65 号（2016 年 10 月発行）でお知らせしましたように、2003 年から 14 年間研究室を主宰

されてきた伴野和夫先生が 2017 年３月で定年を迎えられました。５月に開催した ｢伴野教授退任記念
講演会・祝賀会｣ には、理工学部薬学科 19 期生から薬学部 61 期までの 120 名もの皆様にご参集いただ
きまして、改めてお礼申し上げます（会報 67 号 2017 年 10 月発行に写真掲載済）。

昨年の４月からは当研究室に金沢貴憲 専任講師（東京薬科大学薬学部製剤設計学教室講師）を新し
い仲間としてお迎えしております。金沢講師は薬剤学・DDS 研究領域で活躍している有能な若手研究
者です。研究室の一翼を担う人物へと成長してくれることでしょう。鈴木直人 助教は現在４年目を迎え、
持ち前の柔軟性を発揮し、最近の活躍ぶりには目を見張るものがあります。現在の研究室はスタッフの
みならず、“やる気に満ちた”・“溢れ出るエネルギーを持った”と呼ぶに相応しい卒業研究生（６年：13 名、

平成 29（2017）年度研究室メンバー（特殊技術で 1 名加工済み）

を行い、たいへん賑やかな会になりました。６年生は７月に卒業研究発表を無事に終え、現在は薬剤師
国家試験の合格に向けて勉強に取り組んでいます。５年生は病院と薬局での実務実習を通して医療人と
しての意識をより一層高めたようです。

恒例の研究室旅行では山梨に行きました。イベントとしてバーベキュー、ワイン工場見学・試飲が企
画されており、幸い天気にも恵まれて皆が楽しみました。

ポストドクトラル・フェローとして在籍していた市丸嘉君は昨年４月から金城学院大学薬学部に助教
として採用され、教育・研究の両面で活躍をしています。

研究室スタッフの齋藤は、本年１月より日本大学海外派遣研究員として米国スタンフォード大学に留
学中です。たくさんの経験を積み、帰国後はその経験を本学で活かすことができればと考えております。

会員の皆様方には病院・薬局実務実習をはじめ学生をご指導いただく機会が多いと存じますが、何卒
よろしくお願い致します。最後に会員皆様の益々の御健勝と御多幸をお祈り申し上げます。

（齋藤　記）
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５年：15 名、４年 13 名）のパワーにより、順調な滑り出しを見せています。あとは研究室に着任して
から今年で 20 年目を迎える、私（鈴木豊史）がこれまで諸先輩方が長きに渡り築かれてきた研究室の
実績と評判を維持しながら、いつか超えられるよう努めていかなければ、と今まで以上に緊張した毎日
を過ごしております。

さて、昨年度の活動を簡単にご紹介します。５月に日本薬剤学会（６年３名ポスター
発表）、９月に日本薬学会関東支部大会（６年３名口頭発表）、３月に日本薬学会（６
年１名口頭発表）に参加。10 月に日本薬剤師学術大会では当研究室と薬局との共同
研究がポスター優秀賞を受賞。11 月に６年生全員が卒業試験に見事合格。新６年生
は５年の夏休みに（合宿形式とも言える？）実験に１週間参加し、各人がすでに手
応えを感じているところです。現在、鋭意進めている卒業研究の成果が期待されます。新５年生は、４
年後期配属直後から 12 月の共用試験直前まで、基礎実験手技の習得を終えました。８月の上旬には埼
玉県の中でも屈指の観光エリアに。なだらかな流れのなか、緑きれいな景色を堪能しながらの長瀞ライ
ン下り（写真）。バーベキューからの秩父まつり会館は、まるで日本薬科大学の追っかけ。宿では恒例
のオールナイトコンパ＆ビンゴゲーム（景品：バランスボール、ヨーグルトメーカー）。翌日は、そば
打ち体験＆試食、川越でのガラス細工など。各種イベントごとに親睦が深まってきています。その他の
トピックスはリニューアルしたオリジナルホームページ（http://yakuzai.pha.nihon-u.ac.jp/）に公開中
です（QR コードから読み取り可能）。引き続き、諸先輩方の一層のご健勝とご活躍をお祈りいたして
おります。

　最後になりましたが、1993 年から３代教授をされた花野学先生（東京大学名誉教授）が昨年 10 月
に、2000 年から４代教授をされた渡邉淳先生（名古屋市立大学名誉教授）が昨年５月に逝去されました。
生前に先生方から親身なご指導を賜りましたこと、本学ならびに薬剤学研究室に対する多大なご貢献に
感謝申し上げるとともに、ご冥福を心よりお祈り申し上げます。

（鈴木（豊）　記）

　　　物故者名簿：心よりご冥福をお祈り申し上げます。（2018.01.31 現在）
正会員

１期　加　藤（平野）仁　子
１期　細　野　高　男（2013．01．04）
３期　江　口　　　弘（2017．10．28）
８期　工　藤　定　暉（2017．07．12）
８期　三　枝　成　男（2017．01．  ）
８期　山　崎　純　弘
９期　井　上　絹　代（2016．10．12）
13期　尾　崎　幸　紘（2017．08．29）
14期　福　井　　　巧
14期　渡　部　克　彦（2017．10．18）
15期　星　野（野田）素　子

18期　濱　田　　　博（2017．04．  ）
22期　志　甫　洋　一（2017．09．23）
22期　平　野（執行）和　子（2017．04．26）
24期　佐　藤　芳　久（2017．09．21）
26期　富　田　晴　美（2018．01．16）
27期　福　田　　　進（2017．09．13）

特別会員
 花　野　　　学（2017．10．15）
 渡　邉　　　淳（2017．05．10）

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。
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研究室同窓会

薬事管理学研究室同窓会

　薬事管理学研究室（経営学研究室、薬事・経済学研究室）同窓会は、平成 29 年８月 27 日（日）に、
御茶ノ水のビストロ備前にて開催されました。今回の同窓会は 16 年間にわたり薬事管理学研究室の発
展に多大なご尽力を賜りました白神誠先生がご定年となり、新たに亀井美和子先生を迎えた新体制の薬
事管理学研究室初めての会であり、昭和 37 年卒業生から現在の卒業研究生まで様々な世代の同窓生計
64 名が集まりました。
　同窓会では会の開始にあたって竹内一雅会長からご挨拶いただき、その後、亀井美和子先生よりお言
葉をいただきました。そして、澤憲二氏の音頭で乾杯し、終始なごやかなムードで会は進みました。途
中、平成 29 年 3 月をもって日本大学薬学部をご定年されました白神誠先生より日本大学薬学部で行わ
れた数々のご功績のお話や今後の薬事管理学への激励のお言葉を頂きました。続いて卒業生の村田達教
氏と宮地景子氏より白神先生へ記念品と花束が贈呈されました。同窓会は、年の近い方同士が旧交を温
めただけでなく、諸先輩方が年の離れた現役の学生に話しかけて下さるなど世代を超えた交流ができる
大変貴重な場です。毎回のことながら、予定された時間はあっという間に過ぎ、高木友直氏の閉会のお
言葉をいただいた後、集合写真を撮ってお開きとなりました。
　薬事管理学研究室同窓会は１年に１度開催しております。今回残念ながらご参加いただけなかった方
も、次回は是非ご出席下さい。本同窓会開催にあたってご尽力下さった皆様に感謝申し上げます。
 （中島理恵　記）

病原微生物学研究室同窓会開催報告

　病原微生物学研究室は 2016 年 4 月より始まった研究室です。この研究室は、
　微生物学研究室（1983 ～ 2015 年、昭和 58 年～平成 27 年）：428 名



– 24 –

第 28 回薬理学研究室同窓会（薬物同窓会）報告

　恒例の薬理学研究室同窓会を 2017 年 11 月 11 日（土）の夕刻より、御茶ノ水のホテル東京ガーデン
パレスにて開催いたしました。今回は、第 28 回となります。まず、総会で、熊井俊夫氏（23 期）から
井熊一宏氏（26 期）への会長の交代が承認されました。熊井会長には２期４年間にわたりご尽力いた
だきました。ありがとうございました。その後、ご来賓に福田英臣先生および小林保先生をお迎えし、

　生物学研究室（1992 ～ 2005 年、平成 4 年～平成 17 年）：180 名
　分子細胞生物学研究室（2006 ～ 2015、年平成 18 年～平成 27 年）：104 名
　とそれぞれに歴史がある研究室が一つになり、712 名もの卒業生を輩出した研究室になりました。
　新しい出発を機会に 2017 年９月９日（土）に、２号館２階で同窓会を開催致しました。開催にあた
り校友会からラベルなどのご支援をいただきましたこと、感謝申し上げます。
　当日は、来賓の渡邊和子先生、小川吉夫先生、草間國子先生からご祝辞をいただきました。須田篤博
先生にもご出席賜りました。最後は、小松﨑康文様（微生物、1996 年卒）から閉会の辞をいただきました。
約 60 名の出席でしたが、名残おしく、会が終わってからも、研究室などで楽しい時間を過ごしました。
残念なことに行方不明の方も多く、連絡のとれる方がいらっしゃいましたらご一報下さい。次に皆様に
お目にかかれる時を楽しみにしております。 （村山　記）
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井熊氏の司会で懇親会に移りました。懇親会では、熊井会長の挨拶、伊藤芳久名誉会長（現薬理学研究
室教授、22 期）による２年間の研究室の経過報告を中心とした挨拶の後、鈴木孝氏（21 期）のご発声
で乾杯し、歓談に入りました。１期生（1956 年卒業）から現役の卒業研究生まで約 60 名の同窓生が一
堂に集いましたが、前回同様、１期生の大先輩と最も若い学生（５年生）とのふれあいなど研究室の長
い歴史を感じさせる場面があちらこちらで見受けられました。会の終盤では、卒寿を迎えられた福田先
生にお祝いのお花をお贈りいたしました。福田先生は、以前よりは外出の機会が減ったとのことでした
が、同窓会には是非にとおっしゃって、お元気な姿を見せてくださいました。花束贈呈に引き続き福田
先生からお言葉を頂戴いたしましたが、いつも同窓会のことを気にかけてくださっている先生の思いの
こもったお話に、いつの間にか出席者全員が静かに耳を傾けておりました。同窓生一同、先生のますま
すのご長寿をお祈り申し上げております。
　最後に集合写真を撮ってお開きとなりました。薬理学研究室同窓会は２年に１度の開催しております
ので、次回は、2019 年の予定です。多くの皆様のご参加をお待ちしております。 （石毛　記）

生薬学研究室同窓会「りんどう会」報告

　平成 29 年 11 月 12 日（日）、市ヶ谷の日本大学桜門会館において、平成 29 年度りんどう会（生薬学
研究室同窓会）を開催しました。卒業生と現卒研生等を合わせて総勢 61 名の参加がありました。菅野
淳史さん（平成 12 年卒）の司会進行で、藤原会長の挨拶、松﨑が生薬学研究室と薬学部の近況報告を
行い、奄美大島から来られた川田博久さん（昭和 59 年卒）による乾杯の発声で会が始まりました。杯
を重ねながら旧交を暖め合うと同時に、先輩諸氏と現卒研生らなど、世代を超えた交流も盛んに行なわ
れました。
　最後に山内盛さん（昭和 34 年卒）の中締めの後、集合写真を撮影、会員の益々の発展を祈念し、次
回の再会を約束して散会しました。 （松﨑　記）
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第 38 回薬品分析学研究室同窓会開催報告

　第 38 回薬品分析学研究室同窓会が平成 29 年 11 月 19 日（日）午後１時から JR 東京駅近くのアリス
アクアガーデン東京丸の内で行われました。出席者は会員 15 名、研究室教員 3 名、卒業研究生 28 名（５
年生 15 名、４年生 13 名）の総勢 46 名でした。
　まず、第１部総会では、開会の辞が会長の大竹富治氏（31 期）から述べられた後、会則の一部改正
案が私（四宮）から説明され、審議の結果、承認されました。続いて、岸田邦雄氏（14 期）により会
計報告、牛込陛阜氏（14 期）により会計監査報告が行われた後、閉会の辞が大竹会長から述べられました。
　次に、第２部懇親会では、大竹会長から会長挨拶が述べられた後、卒業研究生を代表して５年の皆川
祥久君が乾杯の挨拶を行いました。しばらく歓談した後、「人生の分岐点」と題して、小林郁夫氏（10
期）、岸田邦雄氏、犬飼秀雄氏（14 期）から順に「チャレンジのある人生を」、「私の生き方」、「人と違
う生き方を」といった内容でお話を戴きました。短い時間でしたが、いずれもこれまでのご経験をもと
にした印象深いお話でした。その後、在間助教、張替准教授、四宮の順で話をさせて戴き、最後にご出
席の最年長である斉藤文夫氏（５期）から若い人たちに向けた励ましのお言葉を戴きました。初めての
試みでしたが充実した内容で、歴史ある当研究室同窓会ならではの企画となりました。その後、研究室
の近況報告を私が行い、更に余興として、４年生によるイントロクイズが行われました。世代ごとに数
曲を選び、イントロから曲を当てるものでしたが、大竹会長が博識ぶりを発揮して景品の金メダル（チョ
コ）を総なめにしました。和やかな雰囲気のうちに会も進み、小林郁夫氏からご挨拶を戴いて中締めと
なりました。今回は大竹会長発案の老若混合の座席指定が奏功し、学生達は隣席の先輩方から貴重なお
話を聞くことができました。終了後、東京駅近くで二次会を行いましたが、学生達を含め出席者の多く
が参加したのも今回の特筆すべき出来事となりました。カジュアルな雰囲気で懐かしさと共に明日への
励みになる会を目指し、新たな一歩を踏み出した本会に更なるご支援とご参加をお願い申し上げます。
 （四宮　記）
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　新潟県支部総会報告

　平成 29 年９月 23 日（土）正午より上越市のホテルハイマートにおいて、第６回日本大学薬学部校友
会新潟県支部総会を開催しました。連休の初日で皆様ご多忙のところ、25 名の会員が出席をして下さ
いました。
　町田巌会長が体調不良のため宮下が代理で開会の挨拶をし、総会が始まりました。総会は今後の支部
運営の在り方（新たな会員の出席がほとんどない現状）などを検討課題とし、３年後の開催を新潟市で
行うことが決まり無事に終了しました。
　総会終了後大変お忙しい中、本橋　重康薬学部長及び内倉　和雄薬学部校友会会長お二人のご出席を
賜り懇親会を行いました。

地区支部・職域支部だより

　本橋学部長より今後の薬学部の在り方・方針また現在の状況等、内倉会長より校友会の現状・在学生
の現状などを伺うことができました。在学生の経済的な援助を充実したいので卒業生の協力をお願いし
たいなどの話もありました。
　私事ではありますが、本橋学部長には卒業研究の時に大変お世話になり、36 年ぶりの再会でした。
直江津駅でお会いした時に一目でわかったと言われ大変うれしく思いました。
　３年ぶりにお会いする皆様が自己紹介を兼ね近況を話し合い、また、本橋学部長、内倉会長を囲んで
の話しなどで大変盛り上がりました。あっという間に２時間が過ぎ、その後 2 次会をホテル内の居酒屋
で過ごしました。本橋学部長、内倉会長にも少しの間ですがお付き合いいただき光栄でした。参加者は
３年後にまた会うことを胸に解散となりました。
　今後６年生になってからの卒業生の参加が増え、益々薬学部校友会が発展することを祈念して新潟県
薬学部校友会総会の報告とさせていただきます。　　　　　（新潟県支部　支部長代理　宮下　敦　記）

二次会：多七
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　東桜会研修会開催報告

　第 49 回東桜会研修会を開催いたしました。
そのご報告をいたします。平成 29 年 11 月 16 日（木）日本大学桜門会館に、桜薬会会長の内倉先生を
お迎えし、東京近郊勤務・在住卒業生 27 名が集いました。
　東桜会は「薬学の進歩進展を図りつつ相互の知識向上と親睦」を目的とした集まりです。また、昨年
より日本大学薬学部校友会（桜薬会）の支部の位置づけとなりました。
　今回は会長改選があり、４月より日本大学松戸歯学部付属病院薬剤室の小松崎康文先生が新会長とな
ります。
　第 49 回の研修内容は２題でした。
　ひとつは、日本大学病院薬剤部の深滝利也先生の「当院の薬薬連携の取り組みについて」で、病院薬
剤部が保険薬局薬剤師の研修を受け入れている状況とそれを通して病院と保険薬局の相互理解が深まっ
ていると報告。
　二つ目は、済生会横浜市東部病院薬剤部の菅野浩先生の「院外処方箋における検査値掲載が医薬品の
適正使用に及ぼす効果」で、処方箋に掲載される検査値の意義を処方医と地域の保険薬局に理解しても
らい掲載が決まったこと、掲載後は処方の適正判断の指標になっただけでなく、薬剤師と患者のコミュ
ニケーションの糸口、薬薬連携の強化・情報の共有に繋がったと報告。
　研修会終了後は、親睦を兼ねての懇親会で、仕事からプライベートな楽しみまで話題は尽きることな
く、大いに盛り上がりました。
　東桜会は病院薬剤師・保険薬局薬剤師だけでなく企業勤務者や退職者にも門徒を広げています。薬剤
師を取り巻く環境は楽観できるものではありませんが、いろいろな立場の卒業生との意見交換は貴重な
時間であり、楽しみも広がります。研修会は年 1 回を予定しております。ご興味のある方は会長までご
連絡ください。 （横尾朋枝　記）
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　第39回桜神会

さる１月 10 日（水）　ホテルキャメロットジャパンにおいて恒例の第 39 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 4 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。

また、今回も「桜神会」の開催に先立ち、学術講演会を行っております。臼井州樹先生（済生会神
奈川県病院　糖尿病内分泌科内科　部長）の講演「脂質管理の up date ～中性脂肪に着目して～」では、
中性脂肪に関する最新の知見を分かり易く説明していただきました。前回から５年ぶりに改訂された

『動脈硬化性疾患予防ガイドライン 2017 年版』に関して、現状のエビデンスに基づく改訂内容の解説と、
リポタンパク質の基礎知識を学ぶことができました。会の中盤には、新年の恒例であります、蛭田剛俊
先生（ライム薬局）と小串興平先生（横浜新都市脳神経外科病院）による日大節が披露され、若い世代
にとっては日本大学の歴史を知る貴重な機会になったと思われます。

次回は第 40 回の節目となる会であり、新たな取り組みも計画しております。是非、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 39 回桜神会のご報告とさせていた
だきます。 （岡添　進　記）

桜神会に関するお問合せは
桜神会会長　赤瀬　朋秀（日本経済大学大学院経営学研究科教授　t-akase@tk.jue.ac.jp）まで
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桜 の 木 の 下 で

第７回日大薬岳会「大山山行」の報告
快晴の天気となった 2017 年 11 月 12 日に私たち 旧薬学科山岳同好会（現 日大薬岳会）は神奈川の

丹沢山塊の大山（標高 1252m）への登山を行った。当日午前 10 時までに小田急線伊勢原駅に集合して
バスに乗り大山を目指した。定刻まで駅に集合したメンバーは田中、高澤、田辺、力石、増井（名古
屋から）、小清水の６人。日曜日のため駅前のバス乗り場はかなり混雑していたものの、臨時便が出た

第七期生同期会報告
平成 29 年 10 月 22 日（日）、新お茶の水ビル 21 階「銀座アスターお茶の水賓館」に於いて、同期会

が開催されました。今回は 28 名の方が出席される予定でしたが、予期せぬ台風 21 号が関東に接近中の
ため、最終的には 15 名の皆様にお集まり頂くことが出来ました。特に、激しい雨にも関わらず、内倉
桜薬会会長及び山内先生にご臨席いただきましたことを心から感謝を申し上げます。集合写真を撮影後、
久田氏と諏訪さんの司会で会が始まりました。台風接近にも関わらず札幌から町田氏、舞鶴から松山さ
ん、豊田から安田さんの参加もあり、皆さんとの再会は特に嬉しいことでした。例年に比して少人数の
同期会になりましたが充実した時間を満喫することが出来ました。強風による帰路の心配もあり残念な
がら２次会は中止。幸い台風の影響は予想されたより穏やかで、全員無事に帰路につきました。平成
30 年度は私達にとって傘寿の年にあたります。多くのご参加をお願い致します。

写真前列左から：藤原充雄、守屋芳子、永井雅葉子、山内盛先生、内倉和雄桜薬会会長、安田園子、
黄川田幸正、久田三郎。後列左から：田中孝治、諏訪佐智子、川生洋子、一色捷一、伊藤善明、町田實、
小山征治、高澤克昌。上段：松山歌子（敬称略） （藤原充雄　記）
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ので何とか全員が座ることができ 20 分程で終点に着く。ここからがまた大変で、362 段の階段を上ら
ないとケーブルカーの乗り場には行かれない。階段の途中にはお土産物や食堂などの店があり覗きなが
ら上り、フーフーいってやっとのこと乗り場に着いた。しかしここでも相当の人たちが列をつくって乗
車を待っている有様。30 分程待ってからやっと乗車できた。これで乗車する時間はたったの６分間！
しかし、降りたところ（標高 700m）からの眺めは非常によく、遠く相模湾を望み湘南の街々が見えた。
周辺は黄色に色づき赤色がところどころ見え眞に秋の山。ここから大山阿夫利神社の下社へは階段を上
がったところ。神妙に登山の無事を祈った。展望台への道をたどったが、道は細く片側が急な斜面で滑
り落ちたら大怪我をしそう。約 30 分で展望が開けた広場に着いた。ベンチでしばし休息後に田中先輩
と小生だけが大山の頂上を目指し出発したが、高澤、田辺、力石、増井の先輩たちは登らずに宿の方へ
降りて行った。大山山頂への登山道は大小の岩が多く登りづらい。上から大勢の小学生の一団が元気よ
く降りてきて「こんにちは」の連発。時間が午後２時になったため下りの所要時間を考えてこの時点で
頂上をあきらめ、二人で慎重に下山した。宿泊先の「東学坊」に戻ったのは、薄暗くなった午後４時半
ごろ。部屋に入ると、丹沢ヤビツ峠を通って来た吉田、西上さんが、また後輩の根本君も居て予定の参
加者がそろった。あとは後発組の山内先生、先輩の杉山、土川さん達を待つのみであった。今回は、懇
親会を早めに行い終了後に希望者は自宅に帰れるように企画した。午後５時からの懇親会には１２名全
員が揃い、乾杯後に再会を喜び思い思いに語りながら酒を飲み交わした。特に、山内先生が当日の昼頃
に市ヶ谷で開催されたりんどう会に出席したあとに駆けつけて下さり差し入れのお酒を持参。午後７時
半頃には帰宅組４名は宿から近いバス停から帰っていった。残った我々は２階の部屋に集まり２次会。
風呂に行く者さらに酒を飲む者、それぞれで晩秋の山の宿の一晩を楽しんだ。日曜の夜なので宿泊する
のはわれわれのみだった。

翌日の朝食後は、大山の山頂を目指すと張り切っている吉田、西上、根本のグループと大山の麓にあ
る日向薬師にノンビリと行く田中、高澤、杉山、土川、小清水のグループに分かれて出発した。今回は
都心から近場の山を選び、ささやかな会合を持ち薬岳会としての「絆」を深めることができた。

 （小清水敏昌　記）
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学園祭（桜薬祭）

第 29 回桜薬祭が平成 29 年 11 月４日（土）・５日（日）に開催されました。今年のテーマは「奏でよ
う　桜薬の交響曲」、在学生、教職員及び来場者全員が一体となって桜薬祭という交響曲を奏でようと
いった願いを込めたそうです。

校友会主催による恒例の桜薬クイズを皮切りにサークル団体による模擬店の出店、ステージ企画、展
示発表等が催されました。6 年制薬学教育は年々高度な内容となり普段の学生生活も大変になる一方で
すが、この日はテーマどおり、多くの企画に全員が一体となって参加した学園祭となりました。

薬草教室

第 25 回薬草教室が平成 29 年 11 月５日（日）に開催されました。講師に下田康生堂漢方薬局の下田
健一郎氏をお迎えし ,「自然の力で綺麗に年を重ねる～東洋医学でセルフケア～」と題し御講演をいた
だきました。受講者は先生の分かりやすいお話に興味深く学んでおりました。

講演終了後、希望者は松﨑教授、矢作助教の案内で薬用植物園を見学し、先生方の解説に熱心に耳を
傾けておりました。

薬用植物園は薬草教室、公開講座、オープンキャンパス開催時に公開しています。平成 30 年度の公
開日時等については薬学部ホームページを御参照ください。

学術講演会・シンポジウム

第 28 回薬学部学術講演会が平成 29 年 11 月４日（土）に 821 Ａ、821 Ｂ講義室にて開催されました。
65 名が参加し、医療薬学系、生物学系、化学系、共同研究、萌芽探求型研究及び海外報告の６区分か
ら 23 演題が発表され、活発な討論が行われました。また、初の試みとして学術講演会終了後には 822
講義室で「患者本位の地域医療の実現に向けた現状の課題と今後の展望 ～産学はじめ多職種連携です
べきこと～」と題し、多職種の医療従事者による地域包括ケアに関するシンポジウムが開催されました。

共用試験

平成 29 年 12 月 10 日（日）にＯＳＣＥが、平成 30 年１月７日（日）・８日（月・祝）にＣＢＴが４
年生に対してそれぞれ実施されました。この２つの試験は、薬学生に必要な知識、技能及び態度を総合
的に評価するものであり、この試験に合格しなければ翌年行われる薬学実務実習を実施することができ
なくなります。学生たちは日頃、対策講座や実務事前実習で培った成果を発揮して合格できるよう、緊
張の中、試験に臨んでいました。

薬学部入学試験

入学試験（Ａ方式）は平成 30 年 2 月 5 日（月）に行われました。志願者数は 1,368 名で昨年度より
69 名増加しました。試験は船橋試験場、東京試験場の２会場で実施しました。

また、全学統一入試であるＮ方式を平成 30 年２月１日（木）に行い、志願者数は 321 名で昨年度よ
り 46 名増加しました。

薬 学 部 ニ ュ ー ス
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生涯教育講座

平成 29 年度も薬剤師のスキルアップへの貢献を目指して、４月より日本大学薬学生涯教育講座とし
て［最近のトピック］、［ファーマシューティカルケアの最前線］、［ブラッシュアップセミナー］、［大学
院（土曜）講義受講コース］及び［薬剤師実践セミナー］を開催しました。平成 30 年度も引き続き開
講いたします。開講予定等については薬学部ホームページを御参照ください。

教員の人事

１　役職発令（2018. ４. 1）
① 担当発令

（１） 学部次長 山 中 健 三 教授 （環境衛生学）
（２） 学務担当 松 本 宜 明 教授 （臨床薬物動態学）
（３） 学生担当 木 澤 靖 夫 教授 （機能形態学）
（４） 企画・広報担当 小 野 真 一 教授 （臨床医学）
（５） 研究担当 榛 葉 繁 紀 教授 （健康衛生学）
（６） 就職指導担当 加 藤 孝 一 教授 （環境衛生学）
（７） 図書館分館長 金 子 利 雄 教授 （英語１）

２　教授発令（2018. ４. 1） ４　助教発令（2018. ４. 1）
① 昇格 ① 新任

（１） 大 場 延 浩（病院薬学） （１） 田 中　　 融（生化学）
（２） 花 岡 峻 輔（薬物治療学）

３　専任講師発令（2018. ４. 1） ② 再任

① 職種変更 （１） 木 村 元 気（機能形態学）

（１） 中 山 敏 光（薬剤師教育センター） （２） 鈴 木 直 人（薬剤学）

＜医学部付属板橋病院薬剤部から＞ （３） 在 間 一　 将（薬品分析学）

（４） 古 川 め ぐ み（生薬学）

（５） 矢 作 忠 弘（生薬学）

５　異動（2018. ４. 1） ６　退職
① 専任講師 ① 定年（2018．３．31）

（１） 小 林 直 子（薬剤師教育センター） （１） 草 間 國 子 教授（生化学）
＜医学部付属板橋病院薬剤部へ＞ ② 任用期間満了（2018．３．31）

（１） 小 瀬 英 司 助教（薬物治療学）

（２） 諏 訪 雅 士 助教（物理学）
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平成 31 年度日本大学薬学部入学試験期日及び科目等

一般入学試験Ａ方式 一般入学試験Ｎ方式 一般入学試験Ｃ方式

１　募集人員 95 名 12 名 10 名

２　出願資格 日本大学一般入学試験
要項に同じ

日本大学一般入学試験
要項に同じ

日本大学一般入学試験
要項に同じ

３　出願書類 ①　出願確認票
②　出願資格を証明する書類

①　出願確認票
②　出願資格を証明する書類

①　出願確認票
②　出願資格を証明する書類

４　選考方法 学科試験（マークシート方式）
①　数学：「数学Ⅰ ･ 数学Ⅱ ･ 数
学Ａ ･ 数学Ｂ（確率分布と統計
的な推測を除く）」60 分

【配点 100 点】
②　理科：「化学基礎・化学」
60 分【配点 100 点】
③　外国語：

「コミュニケーション英語Ⅰ・
  コミュニケーション英語Ⅱ・
  英語表現Ⅰ・英語表現Ⅱ」
60 分【配点 100 点】
※上記の得点を標準化得点に換
算し，合否判定する。

学科試験（マークシート方式）
①　数学：「数学Ⅰ・数学Ⅱ・
数学Ａ・数学Ｂ（確率分布と統
計的な推測を除く）」60 分

【配点 100 点】
②　理科：「化学基礎・化学」，「生
物基礎・生物」のうちから１科
目選択 60 分【配点 100 点】　
③　外国語：

「コミュニケーション英語Ⅰ・
　コミュニケーション英語Ⅱ・
 コミュニケーション英語Ⅲ・
 英語表現Ⅰ・英語表現Ⅱ」
60 分【配点 100 点】　
※上記の得点を標準化得点に換

算し，合否判定する。

学科試験
①　数学：『「数学Ⅰ ･ 数学Ａ」，

「数学Ⅱ･数学Ｂ」』【配点200点】
②　理科：「化学」【配点 200 点】
③　外国語：「英語」【配点 200

点】

※理科において２科目受験した
場合は，第１解答科目が「化
学」の場合のみ合否判定に使
用する。「英語」については
リスニングの成績は利用しな
い。理科については，大学入
試センター試験の配点を上記
の配点に換算し，合否判定す
る。

５　出願期日 平成 31 年
１月５日（土）～ 28 日（月）

窓口受付：
１月 27 日（日）・28 日（月）

平成 31 年
１月５日（土）～ 24 日（木）

窓口受付：
１月 23 日（水）・24 日（木）

平成 31 年
１月５日（土）～ 19 日（土）

窓口受付：
１月 19 日（土）

６　選考日 ２月５日（火） ２月１日（金） 大学入試センター試験
１月 19 日（土）・20 日（日）

７　合格発表日 2 月 10 日（日） 2 月 10 日（日） 2 月 10 日（日）

８　入学手続締切日 2 月 18 日（月）
（二段階 3 月 11 日（月））

2 月 18 日（月）
（二段階 3 月 11 日（月））

2 月 18 日（月）
（二段階 3 月 11 日（月））

９　入学検定料 35,000 円 18,000 円 18,000 円

10　試験会場 船橋，東京 日本大学一般入学試験
Ｎ方式試験場

大学入試センター試験場

11　出願方法・
　　書類送付先

インターネット出願
日本大学入試センター

※１　一般推薦入学試験（指定校制）（募集人員 10 名）は，11 月 14 日（水）実施。
　２　付属高等学校等推薦入学試験（基礎学力選抜）（募集人員 90 名）は，11 月 14 日（水）実施。
　３　付属高等学校等推薦入学試験（国公立併願方式）（募集人員 2 名）は，11 月 14 日（水）実施。
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一般推薦入学試験（公募制） 校友子女入学試験

１　募集人員 20 名 5 名
（合格基準に達しない場合には，

合格者数が募集人員に満たないこともある）

２　出願資格 本学部での学業を強く希望し，合格した場合，
本学部に入学することを確約できる者で次のい
ずれかに該当し , 出身学校長が推薦するもの
①　高等学校もしくは中等教育学校を平成 31

年 3 月卒業見込みで，高等学校第 3 学年第１
学期までの全体の評定平均値が 3.5 以上の者

②　高等学校もしくは中等教育学校を平成 30
年 3 月に卒業し，卒業時の全体の評定平均値
が 3.5 以上の者

次の①及び②の要件を満たす者。
①　大学入学資格を有し，本学部への入学を第

一希望とする者で，次のいずれかに該当する
校友の子女 （法定血族を含む 2 親等内直系血
族）である者

  ただし，法定血族の場合は，大学入学年度の 3
年前の 4 月１日以前に養子縁組をしているこ
と

②　合格した場合，本学部に入学することを確
約できる者

３　出願書類 ①　学校長推薦書
②　自己推薦書
③　入学志願票
④　出身学校調査書

①　校友子女確認書
②　入学志願票
③　出身学校調査書等

４　選考方法 ①　書類選考
②　面接 
③　参考試験（マークシート方式）
（1）「化学基礎・化学（高分子化合物の性質

と利用を除く）」45 分
（2）「コミュニケーション英語Ⅰ・
 コミュニケーション英語Ⅱ・
 英語表現Ⅰ・英語表現Ⅱ」45 分

①　書類選考
②　面接
③　参考試験（マークシート方式）
（1）「化学基礎・化学（高分子化合物の性質

と利用を除く）」45 分
（2）「コミュニケーション英語Ⅰ・
 コミュニケーション英語Ⅱ・
 英語表現Ⅰ・英語表現Ⅱ」45 分

５　出願期日 平成 30 年
11 月 1 日（木）～ 3 日（土）

平成 30 年
11 月 1 日（木）～ 3 日（土）

６　選考日 11 月 14 日（水） 11 月 14 日（水）

７　合格発表日 11 月 19 日（月） 11 月 19 日（月）

８　入学手続締切日 11 月 26 日（月） 11 月 26 日（月）

９　入学検定料 35,000 円 35,000 円

10　試験会場 日本大学薬学部校舎

11　出願方法・
　　書類送付先

インターネット出願
日本大学薬学部

　Tel 047-465-8480（直通）
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昨年 10 月７日（土）に日本大学会館大講堂において、医学部、歯学部、松戸歯学部、生物資源科学部、
薬学部による、第 16 回日本大学医療系同窓・校友学術講演会が開催されました。

今回は薬学部が当番学部でしたので、薬学部校友会会長の内倉和雄先生の開会の辞に始まり、来賓と
してご臨席を賜った学長の大塚𠮷兵衛先生からのご挨拶を頂きました。

今回のテーマは「国際協力」で、各学部から１名ずつ講演を頂きました。
医学部からは医学部同窓会副会長の安藤高夫先生が「医療現場に求められる国際協力の形―現在の日

本が直面する国際協力の形―」という演題で、日本式医療の海外展開の取り組みや外国人の人材育成に
ついて講演されました。

歯学部からは医療人間科学分野教授の中島一郎先生が「東南アジアにおける ICT 人材育成の研究教
育戦略―ラオスにおける口腔保健医療分野の基盤形成―」という演題で、日本とラオス間の国際医療連
携分野における教育活動について講演されました。

松戸歯学部からは障害者歯科学講座の遠藤眞美先生が「松戸歯学部のトンガ王国における国際歯科保
健活動」という演題で、同学部が長年取り組んでいる歯科医療ボランティア活動について講演されました。

生物資源学部からは株式会社熱帯畜産コンサルタント代表取締役の冨永秀雄先生が「農民の心に火を
灯す国際協力」という演題で、マダガスカル、ボリビア、インドネシア、ニカラグア、パキスタンの５
か国での畜産開発のご経験について講演されました。

薬学部からは一般財団法人防衛医学振興会薬局長の大塚正征先生が「自衛隊の薬剤官と国際貢献」と
いう演題で、国際連合平和維持活動（PKO）における薬剤官としての取り組みについて講演されました。

総合討論では、薬学部の林宏行教授と岸川幸生が座長を務め、各先生方の志を世界に向けた意欲溢れ
る取り組みの中で、困難をどのように乗り越えてこられたか、また今後どのように発展させるべきかを
さらに深く拝聴することができました。

閉会の辞は次回の当番学部である医学部同窓会会長の梶原優先生から挨拶を頂きましたが、医療工学
や医療法の発展、変遷を鑑み、従来の５学部に限らず工学系学部や法学部などの参加も視野に入れたい
というお話がありました。医療を取り巻く環境が複雑化する中で、現在参加している 5 学部が連携を強
めるとともに、さらに他学部とも連携を試みる総合大学という強みを活かすグローバルな展開に期待が
寄せられます。

その後の懇親会では、薬学部の
日髙慎二教授が司会・進行を務め
られ、さらに学部間の交流を深め
ました。

 
（医療薬学研究室　岸川幸生　記）

第 16 回日本大学医療系同窓・校友学術講演会
テーマ：国際協力
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平成 29 年度工科系校友会連絡会報告

第 35 回日本大学工科系校友会連絡会が平成 29 年８月 26 日（土）に薬学部校友会が当番校友会で日
本大学桜門会館において開催された。連絡会（出席者 38 名で薬学部 10 名；会長、副会長（５名）、幹
事４名、監事（１名））では、４学部校友会会長の挨拶と出席者の自己紹介があった。話題として各学
部校友会の事業報告について、それぞれの学部から報告があった。生産工学部からは卒業生への事務連
絡などで、郵送費の値上がりなどがあり経費削減のために、校友会名簿システム（メールアドレスによ
る）を構築している段階であると報告があった。

懇親会（出席者 49 名）はご来賓の先生方（本橋重康薬学部学部長、小林昭男理工学部学部長代理、
出村克宣工学部学部長、落合　実生産工学部学部長、齋藤正道薬学部事務局長、河野道隆理工学部事務
局長代理、渡邊和美工学部事務局長、逆井　彰生産工学部事務局長）のご臨席を仰ぎ開催された。内倉
和雄薬学部校友会会長（当番校友会）の開会の辞で始まり、ご来賓の先生方からご挨拶をいただき、齋
藤正道薬学部事務局長の乾杯で開宴した。木田哲量理工学部校友会会長（次期当番校友会）の閉会の辞
で終了した。
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平成 29 年度桜薬会賞受賞者
　第 26 回桜薬祭実行委員長として活躍した中島悠凪（６年）さんに、３月 25 日に挙行された学位記伝
達式において賞状および記念品が内倉会長より授与された。

平成 29 年度薬学部校友会奨学生
　薬学部校友会奨学生選考委員会により、町田翔太（６年）さん、石黒将司（１年）さんの２名が奨学
生候補者として推薦され、薬学部教授会で審議の結果、承認された。なお、11 月 30 日に開催された校
友会奨学金授与式で内倉会長より奨学金が授与された。

平成 29 年度薬学部校友会（桜薬会）奨学生
　薬学部校友会（桜薬会）奨学生選考委員会により申請者 9 名の中から審議の結果、赤平健一（３年）さん、
石川尚希（２年）さん、片野田里乃（２年）さんの３名に決定した。なお、１月 11 日に開催された授
与式で内倉会長より奨学金が授与された。

会 務 報 告

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

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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薬学部校友会（通称　桜薬会）通常総会
並びに懇親会開催のお知らせ

　平成 30 年度薬学部校友会通常総会並びに懇親会を下記により開催いたします。
　多数ご参加下さいますようお願いいたします。

総　会
日　時：平成 30 年６月 23 日（土）　14 時〜
場　所：日本大学桜門会館　303 会議室　千代田区五番町２－６
 市ヶ谷駅 JR 中央線下車　徒歩 2 分
総会終了後、桜ホールにて懇親会を開催いたします
問い合わせ先　TEL　047-465-1478（薬学部校友会事務局）

薬学部校友会幹事会開催のお知らせ
　通常総会に向けて幹事会を下記日時により開催いたします。
　幹事の皆様にはご多用中とは存じますが、万障お繰り合わせのうえ、ご出席下さいますようお願いい
たします。

日　　時：平成 30 年６月８日（金）　18 時 00 分～ 20 時 00 分
場　　所：日本大学桜門会館　303 会議室　千代田区五番町２－６
最寄り駅：市ヶ谷駅 JR 中央線下車　徒歩２分

第 39 期（平成６年卒）同窓会開催のお知らせ
　第 39 期（平成６年卒）同窓会を下記のとおり開催いたします。卒業から 24 年が経ちますが、学生時
代に戻って楽しい時間を過ごせることを願っております。
　当日は日本大学薬学部が「日本社会薬学会第 37 年会」（10 月７日（日）・10 月８日（祝）の両日開催）
の会場になっております。併せて懐かしのキャンパスを覗かれてみてはいかがでしょうか。校友会から
内倉和雄先生、渡邊和子先生にもご臨席いただく予定です。
　後日、往復はがきにて校友会誌送付先へ再度ご案内させていただく予定です。みなさまお誘い合わせ
の上、ご参加くださいますようお願い申し上げます。

記
　　日時：平成 30 年 10 月７日（日）18：00 から
　　会場：未定（東葉高速線「船橋日大前」「北習志野」駅周辺の予定）
　　会費：未定（6,000 円程度を予定）
　　幹事：飯嶋　久志／安部（安藤）　恵
　　　　　幹事メンバー募集中です。ご協力いただける方は下記までご連絡をお願いいたします。　
　問い合わせ先　日本大学薬学部薬剤師教育センター
 　 安部　恵　E-mail　abe.megumi@nihon-u.ac.jp　TEL　047-465-5908

会 合 予 告
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会費納入者

2,000 円納入者

56 大林温，狐塚治子 57 野田文子，野田正道 58 伊勢忠 59 藤川汲子 61
勝本行子 62 青木千勢子 67 平野孝子 72 瀬口由行 73 柏村豊子 77 長瀬
健市，冨士本稔，山下はるひ，山下仁志 78 樋田禮子 82 中村宏典 85
阿部敬子 86 渡部靖宏，和田幸子 87 藤本久美，野田浩道 88 豊嶋徹 92
鈴木豊史 94 小西寿子 97 定永晶子 99 廣瀬諭 05 近藤太一 08 寺下薫
   以上 29 名

4,000 円納入者

56 笠井能子 57 茅茂彦 58 佐藤フク子 60 川上恭子 61 河原久子，小山
登志江 65 秋元敦信 72 北中進 73 三枝良安 79 中居律子 86 阿部幸生
90 神谷洋   以上 12 名

6，000 円納入者

57 松岡茂樹 69 乙川仁志 78 武内ひとみ 91 上家英之 以上４名

10,000 円納入者

56 久藤一馬 57 池上武子 58 山本耕始 59 市原正，佐野三穂，鈴木信
子 60 髙野俊彦 61 小田八保子，野本繁 63 藤岡眞佐子 64 大関康子，
鎌田邦榮，山岡桂子 65 太田健三，須藤恭一 66 生亀モト子，金井好
美，上村浩子，越川節子 67 伊藤秀樹 68 坂田絹子 70 会田陽子，首
藤雄次，森本薫 71 大槻麗苅，山田陽，吉田雅子 72 市川寛 74 越野
裕 75 大久保千春，笹原紀代美，福原祐子，山岸美恵子 77 友松茂喜，
平形千鶴子 78 上田忠司，木村郁郎 79 茂木博文 80 飯塚直人，岩村
勝，角南靖子 81 池田友紀子 82 村上喜美夫 84 津嘉山祥子 85 小峰寿，
松﨑桂子，辻下裕子 86 岩鶴節子，西村優子，中村幸弘 87 鈴木弘孝
88 橋本道代，瀬ノ尾啓泰，髙木晶子，町田伸行 89 中村智徳 90 矢
野千香 91 新井多恵子，小野崎節子，並木邦仁，古川敦史 92 細川正恵，
渡邊和裕 93 伏見国博 94 小山田克代，小山田政治 96 矢野千賀子 97
石渡由佳 00 髙橋千絵 01 長坂美穂 06 里見仁 以上 71 名

12,000 円納入者

66 藤田菅雄 75 佐藤淳一  以上 2 名

16,000 円納入者

81 井熊一宏   以上 1 名

20,000 円納入者

56 吉田幹子 72 渡邉良一 89 中谷麻美子 97 須田篤博，高梨哲也 02 飯原
由佳 04 佐々木雅由  以上 7 名

30,000 円納入者

76 杉森万千日兒 79 久堀佐代子  以上 2 名

財務委員会
会費を納入された方の名簿です。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 29 年８月１日～平成 30 年１月 31 日）

会 費 納 入 報 告

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。

平成 29 年度本部準会員会費納入者
（薬学部校友会へ還付があった者）

学部２年　１名
学部３年　２名
学部４年　３名
学部５年　５名
学部６年　２名   以上 13 名 

日本大学薬学部校友会（桜薬会）奨学金寄付者

（平成 29 年 9 月 1 日～平成 30 年 1 月 31 日）
64 渡邊和子 01 齋藤弘明
広告企業：株式会社アインホールディングス
   合計 260,000 円
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株式会社アインホールディングス

株式会社アインファーマシーズ/株式会社あさひ調剤/株式会社アインメディオ

株式会社ダイチク/株式会社メディオ薬局/株式会社西日本ファーマシー/株式会社葵調剤



– 42 –

発行日 平成 30 年４月 15 日
編集人 日本大学薬学部校友会事業委員会
発行人 日本大学薬学部校友会　内倉和雄
印刷所 協友印刷株式会社
 TEL　03–3267–8056

発行所 千葉県船橋市習志野台７– ７– １
 日本大学薬学部内（〒 274–8555）
 TEL ／ FAX　 047–465–1478（直通）
 E-mail：pha.alumni@nihon-u.ac.jp
 振替口座番号　00140–0–53798
 振替口座名　　日本大学薬学部校友会

平成 30 年度

通常総会・懇親会のお知らせ　

　日本大学薬学部校友会（通称　日本大学桜薬会）会則第１１条に従い平成 30 年度通常総会・
懇親会を下記要領により開催いたします。
　この総会は日本大学校友会の一翼を担う学部校友会として重要な行事です。ご多用中とは存
じますが、万障御繰り合わせのうえ、ご出席下さるようお願いいたします。
　総会後の懇親会の席上、定年退職されました草間　國子先生、石井　幹男様に記念品を贈呈
し、長年のご指導に対し、感謝の気持ちを表したいと考えております。

記
 総　会
  日　時 平成 30 年 6 月 23 日（土）午後２時
  場　所 日本大学桜門会館　303 会議室
   千代田区五番町２－６
   市ヶ谷駅 JR 中央線下車　徒歩 ２分
  議　題 第１号議案 平成 29 年度庶務報告・事業報告
    決算報告及び監査報告
   第２号議案　 平成 30 年度事業計画・予算案
   第３号議案 役員承認
  懇親会 午後３時～５時
　  場　所 日本大学桜門会館（桜ホール）
  会　費 ￥3,000（当日会場で申し受けます）
　

準備の都合がありますので６月９日までに同封ハガキでご返信ください。


