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会長　内倉　和雄

校友の皆様におかれましては、ご健勝でご活躍のこととお喜び申し

上げます。会員の皆様には薬学部校友会（通称桜薬会）の活動に対し

ご理解とご協力を賜り心よりお礼申し上げます。

平成 29 年６月 24 日（土）に薬学部で開催された桜薬会総会におい

て次期会長にご推薦を頂きました。これを重く受け止め、これからの

任期３年間について会長をお引き受けいたしました。平成 23 年に会長

をお引き受けし、６年が経過しました。振り返ってみるとあっという

間に過ぎたように感じています。微力ではありますが校友の皆様の発

展と母校の隆盛のために尽力してまいります。

現在、本会は正会員 12,700 余名に、特別会員、準会員（学生会員）を合わせた方々で構成する組織

であります。

目的を達成するために多くの事業活動を行ってまいります。その一つに会報の発行があります。新た

に“人物往来”を加えました。毎号１〜２名の校友の方に原稿の執筆をお願いしています。皆様からの

投稿をお待ち致します。会員相互の交流を深めるために、支部（地区・職域）活動の活性化を進めてい

ます。併せて支部 ― 支部間の交流も進めます。迅速な情報伝達ツールとしてフェイスブックを始めま

した。会員相互の情報伝達ツールとしてご活用ください。

本校友会は、（財）日本薬剤師研修センターに集合・実習研修会実施機関として認められ、関連する

研修会を実施した際には研修受講シールの配布を行っています。また、薬学部と共催で実施する日本大

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」、「大学院講義

受講コース」及び「薬剤師実践セミナー」を実施しています。ご参加ください。

準会員（学部学生、大学院生）に対しては、平成 22 年度総会で設立が承認された薬学部校友会（桜薬会）

奨学金制度を継続しています。この制度は正会員の方々からの募金および会報広告掲載料を奨学金の原

資として運営しています。多くの方々からご賛同を頂いております。ご協力に対しお礼を申し上げます

とともに今後ともよろしくお願い申し上げます。

日本大学は平成 31 年に創立 130 周年を迎えることになります。そこで記念事業として新病院の建設、

新学部の開設、小学校の開校、学生寮の建設などがあります。この事業を支えるために創立 130 周年記

念募金がスタートしています。校友の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

従来から引き継いだ奨学金の授与、卒業生や大学院修了生に記念品の贈呈、学生の資格取得に対する

支援、各種講演会などの事業活動を行ってまいります。会員の皆様方には、率直なご提案、ご要望等を

お寄せ頂き、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

会 長 挨 拶
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平成 29 年度日本大学校友会役員総会が開催された
平成 29 年７月７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。
齊間文也副会長の開会の辞が述べられた後、校友会長の田中英壽理事長のご挨拶、引き続き来賓とし

て大塚𠮷兵衛学長が挨拶された。来賓紹介の後、田中英壽議長が選出され、報告・連絡事項に引き続き、
議事が行われた。学部新設に伴い該当する校友会の設置が承認された。29 年度の事業計画、補助費交付、
特別補助費交付、収支予算案などが審議され原案通り承認された。会長、監事の選任が行われ現職が再
任された。閉会後、懇親会が開催され懇親を深めた。

平成 29 年度日本大学全国校友大会が開催される
全国の校友と本学関係者が一堂に会し、絆を深め大学の発展に寄与する事を目指して毎年開催されま

す。今年度は、平成 29 年 11 月２日（木）、18 時より東京・水道橋の東京ドームホテルで開催されます。

第 15 代学長就任
任期満了（８月 31 日）に伴い現学長の大塚 兵衛教授が再任されました。就任は９月１日で、任期

は３年間。

理事長就任
任期満了（９月９日）に伴い現理事長の田中英壽氏が再任されました。就任は９月 10 日で、任期は

３年間。

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

25 期（理工学部薬学科：1980 年卒）　飯塚　直人
自己紹介

桜薬会のみなさま、はじめまして。私は 1980 年に薬学科を卒業した飯塚
直人と申します。大学卒業後、築地市場内の薬品商会で薬剤師として働き、
その後、警視庁科学捜査研究所において研究員として今日まで勤務しており
ます。本年、衛生化学研究室の長谷川明先生の傘寿の会に出席させていただ
いた折、渡邊和子先生から直接に原稿の依頼を受け、筆を執らせていただき
ました。このような機会をいただいたことに感謝し、つたない文章を記した
いと思います。

＜学生時代＞
私は、昭和 51 年に日本大学理工学部薬学科に入学しました。当時、１年次は習志野キャンパスの８

号館に薬学科の教室があり、朝、新京成の北習志野駅から、ほぼ直線に校舎を目指して歩いて行くと、「若
きエンジニア」の曲が流れてきたことを思い出します。初めて触れる大学の講義にワクワクし、基礎の
様々な実習にグループで取り組み、薬用植物園の見学では、こんな施設もあるのかとびっくりしました。
２年次からは、御茶ノ水の明治大学の裏側で、ヒルトップホテルの並びにある２号館が教室となり、少
人数ながら友人もでき、ごく普通の学生生活だったと思います。４年になり、研究室に入ってからが、
大学生活で一番充実した一年でした。当時の研究室の選択方法は、個人で研究室を廻り、希望の研究室
を提出する方式であったかと思います。衛生化学研究室に伺ったときに、たまたま、教授も助手の先生
方もおられず、それまで講義でお目にかかっていなかった先生がおられました。研究室の説明を聞きた
い旨の話をすると、その先生から「これから実験動物に投薬をするのですが、見学に来ますか？」と誘
われ、同行し動物への投薬を初めて体験しました。この先生こそ、３月から衛生化学研究室に勤務され
た新任の長谷川明先生でした。もともと動物は得意でしたので、この研究室なら私でも実験ができそう
だと思い、また、第一印象で『この先生だ！』という思いから、迷うことなく衛生化学研究室を選びま
した。衛生化学研究室には澤村教授、小山助教授がおられましたが、長谷川先生の下で研究室での一年
がスタートしました。

研究室の１年はあっという間でした。実験に明け暮れ、先生方から様々な薫陶を受け、またスタッフ
の方々にも大変目をかけていただきました。さらに、生涯にわたる新たな素晴らしい友人が沢山できま
した。夏に北海道で行われる日本薬学会に先生方が発表すると聞き、ライトバンで寝泊まりしながら友
人と北海道まで行ったのは良き思い出になっています。卒業試験に合格し、薬剤師の国家試験に向けて
大学の図書館で友人達と勉強に励み見事に全員合格しました。

＜築地の薬剤師として＞
卒業し、薬剤師として東京都中央卸売市場である築地市場内の薬店で勤務を始めました。市場で働く

人のために、朝４時から店を開き、座ることなく業務にあたりました。お客様は、市場内に店舗を構え
ている、魚、野菜を扱う人達のほか、荷物の運搬に従事する人、併設する食堂などの店員さんと、毎日
外から仕入れに来られる数多くの人達です。市場は、ほぼ毎日人の流れが決まっていて、同じ時間に同
じ顔触れの人が店の前を通り過ぎますが、風邪気味だ、腹痛だと体に不調があると当店に立ち寄ります。
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市場のお客様は皆さん一様に忙しく、長い説明は聞いてもらえません。そこで、ポイントとなる症状を
聞いて即、薬をお出しすることが必要となります。

お客様からの話はもちろんですが、こちらからも積極的に、しかも要領よく症状聞き取り、一番適し
た薬を、分かりやすく説明を添えて販売しました。薬が効けば翌日にも感謝されますし逆もありますの
で、薬の成分、効能、他の商品との違いを短く説明する工夫をしました。この経験より、「相談に対して、
素早い対応と、それを分かり易く短い言葉で説明する」という築地に合った接客法が身に着きました。

築地と御茶ノ水は距離も離れていないうえに、仕事は午後すぐに終わるため、衛生化学研究室には、
たびたび顔を出していました。市場の仕事は、期限を決めて務めていましたので、研究室に顔を出した
時に、澤村教授から「飯塚君にピッタリの仕事があるのだけれど、応募してみないか」と言われ、二つ
返事で応募しました。

これが、警視庁に入庁し科学捜査研究所で勤務することになったきっかけです。

＜警視庁科学捜査研究所＞
警視庁科学捜査研究所は、都内で起こった事件の現場資料について検査鑑定を行う組織です。
私は、法医科法医係に配置となりました。当時の法医科は主に ABO 式血液型の検査を行っていまし

た。血液型の検査といっても、病院検査のように生の血液を検査するのではなく、乾燥した血痕からの
血液型の検査です。血痕の量が少なくなればなるほど、技術を要する事になり、上司の手技は職人技と
呼べるような検査でした。検査手法は段階を追って教えられました。最初は通常の血痕量に対する方法
であり、それが出来るようになると、微量な血痕に対応する方法を教えてもらうのです。当時私は、通
常の血痕量での検査では何不自由なく結果がでるようになっていました。上司は次の段階として微量な
血痕を検査する技術を伝授してくれました。私はそれを自分のものにしたい一心で、鑑定の合間に積極
的に模擬訓練を重ねていました。入庁して２年目頃に忘れられない経験があります。犯人の靴に付着し
た今まで扱ったことのないほど極めて微量な血液痕の検査を任されました。「やってやろう！」という
気概で、習い覚えた技術を駆使して血液型の検出に挑みました。最後に血液型を判定する段になり、顕
微鏡越しに血球の凝集を確認し、検査に成功したと確信した時の喜びを今でも忘れません。また、上司
からも「よくやった」とお褒めの言葉をいただきました。この経験を境に、検査に揺るぎのない自信が
つき「一人前の鑑定人として成長した」という自覚が生まれると同時に、鑑定という業務が大変魅力の
ある素晴らしい仕事であると得心がいき、鑑定人としてずっと続けていこうと決心しました。さらに、
技術で勝負する世界は、技術を習い覚え、出来るようになるのは当然ですが、それを、どんな場合にお
いても逃げず、結果を出すことができるのがプロフェッショナルだという強い信念が生まれました。

その後、法医の鑑定は、血液型よりも識別能力の高い DNA 型鑑定が導入されてきました。DNA 型
鑑定は、技術革新によりその識別力を高め、捜査に貢献するようになるとともに、広く活用されるよう
になりました。捜査員から、毎日のように DNA 型の検査に関する様々な相談を受けるようになったの
もこのころです。私は、相談事案に関しては、「頼まれれば快く引き受け、相手の立場に立って相談に
乗る」という気持ちで対応していましたので、１件１件に対して真摯に向かい合いました。この時に役
に立ったのが築地市場での経験でした。捜査員の話をよく聞き、考えられる対応策を提案し、それに沿っ
た具体的な作業を短い言葉で、しかもわかりやすく説明することに専念しました。この相談の繰り返し
によって、私の現場の資料に対する見方、考え方、知識も増え、さらに自信をもって相談事案に対応で
き、それが捜査上有益な情報を提供できるようにもなりました。このようにして業務内容も自らの鑑定
よりも法医科の業務運営の方にウエイトがかかるようになりました。

私はこのころを振り返ると、自分よりも、相手のために良かれと一所懸命に相談に乗った結果が捜査
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に有益な情報となり、様々な所で好評価を受けるという体験を何度もしましたので、さらに頑張ろうと
いう意気込みで仕事に向かいました。気が付くと、法医科の運営のために部下研究員の上に立って働い
ている自分を見出し、「立場が人を育てる」という意味を実感しました。

今年の１月に「警視総監特別賞」という大変名誉ある賞を戴きました。これも、上司、同僚を含めた
皆の後押しにより科捜研全体が評価された結果、代表として受賞できたものと思っています。科捜研で
は研究も行います。先輩が御茶ノ水にある順天堂大学の法医学教室に通っていたことから、教室にお邪
魔するようになり、様々なテーマをいただき、休日、業務終了後に法医学教室に通いました。先生方に
は大変お世話になりました。長年に渡り叱咤激励していただき、のんびり屋の私を学位取得までご指導
いただいたのは、伊藤幸夫、小林了の両先生でした。また伊藤先生は、奇縁ながら日大の研究室の大先
輩にあたる方でした。

＜絆に支えられて＞
大学に入学してから現在までの軌跡を振り返る良い機会になったと感謝しています。大学の研究室で

の先生方と同僚との充実した日々、築地の薬店で毎日カウンターに立って勤務した経験、教授に勧めら
れた警視庁科捜研、そこでの上司との出会いから様々な経験を経て 30 年以上奉職しています。

この期間の中で、どれほどの人にお世話になってきたかを考えるとき、家族の協力はもちろん、自分
がいかに人の絆に支えられてきたかを思わずにはいられませんでした。これからは、今まで以上に積極
的に絆を大切にし、支えの必要な人たちに積極的に尽力していこうと思っています。今、私に出来るこ
とは、在職中に自分の技術、知識、鑑定人としてのプライド等の積極的な伝承です。部下の研究員に対
して、資料についての細かな見方、考え方を教え、新たな技術の伝授と難しい資料への挑戦を働きかけ
ます。そして、難しい資料から良い結果が出たときには「よくやった！」と声かけをして、私が経験し
た鑑定の達成感、奥深さを追体験させることにより、鑑定という業務が、魅力ある仕事だと実感するプ
ロフェショナルな鑑定人の育成に努め首都の治安の維持に貢献していこうと思っています。

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。
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48 期（薬学部生物薬学科：2003 年卒）八巻　亨
高校生の頃化学の授業が楽しくて、化学に興味を持ちました。将来も安定

だから薬学に行こう、と入学した薬学部を卒業してからもう 15 年になります。
家から大学まで往復５時間以上の毎日が小旅行のような通学をした４年間

でした。一番の思い出といえば第 12 回、第 13 回と学園祭（桜薬祭）の実行
委員長を引き受けたことです。所属した２つのサークルはほとんどそっちの
けで、学園祭関連の事ばかりやっていたなと思います。唯一生薬研究会では、
飲み会担当を任されていたので、幹事を何度も引き受けてそれだけは頑張り
ました。

学生課の方と仲が良かったことがきっかけで、軽い気持ちで引き受けてしまった学園祭実行委員。学
園祭が近くなると毎日始発に近い電車で学校に行き、授業の後は作業をして終電で帰るという慌ただし
い生活でした。

そんな学園祭の思い出の中でも一番衝撃的なものは、やはり第 13 回桜薬祭の２日目の事件です。学
園祭当日大学につくと、前日から降り続いた雨の重みで M 字にひしゃげてつぶれたステージが目の前
にありました。それを見た時には、もう頭が真っ白。若干パニック状態で作業をしていたように記憶し
ています。とりあえず、来てくれるお客さんのためにも定時に開始できるようにしなくては！！と思
い、危なくないように溜まった水を抜いて、仮のステー
ジをステージ前に作ってなんとか、時間通りはじめら
れました。その時に、連絡をしてすぐに来てくれた後
輩や仲間たち、最初にステージの異変に気づいてくれ
た警備員のおじさま方や、出勤してきた職員の方々み
んなが快く手伝ってくれたおかげだと思います。この
大事件のほかにも初めてやることだらけ。門柱に看板、
パンフレット作り、企画、予算や時間配分、会場の使
い方などに至るまですべて自分たちで考え作り上げて
いくので、壁にぶち当たることばかり。何かあるたび
にみんなで話し合い、解決していきました。学園祭実行委員を通じて、イベントに参加する楽しさだけ
でなく、裏方で仕事をする楽しさにも気づく事ができました。それまで自分一人で突っ走る傾向が強かっ
たのですが、人に任せたり、頼ったり、頼られたりする。そういう人間関係を築くことができて良かっ
たと思います。本当に仲間や周りの人たちに支えられて色々な事ができていると実感できました。

NU 祭にも関わったことで他学部と、関東学園祭交流会に参加することで他校の仲間たちができ、交
流する機会を得られました。同じ目標に向かっている人たちと話をしたり情報交換や飲んで色々話した
りすることで、より良くしていこうという気持ちを持ち、モチベーションが保てて、さらに良いものが
作り上げられていく、その過程を実際に体験できた事は貴重な経験だったと思います。学園祭に携わっ
た事で、今の生活で少し忙しくても、ちょっとしたトラブルが起きても色々な事を効率よくこなし楽し
く生活できているのだと思います。

学生生活の思い出
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真面目なことばかり書いていますが、生薬研究会で飲み会担当だったことからもわかるように、飲み
に行くのが大好きです。暇があると飲みに行き、みんなで集まって BBQ やスノボにも行きました。飲
んで騒いで、飲みすぎては色々な方に迷惑をかけたりもしていました。迷惑かけてしまった方々すみま
せん。さらに、卒業試験もギリギリ。卒業式の時には図書館の司書の人にまで、入学した頃からちょっ
とおっちょこちょいそうで心配だったんだよ。卒業できてよかった〜。と知らないところでまで人に心
配させてたり。なんと、一番大切な国家試験は２回も落ちてしまいました。学園祭ばかりやっていたこ
とと、他の職種などにも興味を持ってしまったりしたせいで、と言いたいところですが、実際は遊びす
ぎていたんだと思います。２回目も受けるときに担当教授には「君みたいな人はずっと受からない！！」
と合格できない太鼓判を押されたり（笑）。そんな自分も無事に薬剤師になり、病院勤務を経験し、今
は転職して調剤薬局で働いています。

色々な人との出会いに恵まれ、今でも会えば昔のままの関係で楽しく騒げる仲間に出会えたことで、
楽しく過ごせている今があると思います。わがままな自分に付き合って、支えてくれた皆様。ありがと
うございました！！これからもよろしくお願いいたします。

★おめでとうございます★
第 2 期（1957 年卒・生薬学）古賀鉄也様が長年にわたり学校保健の向上と普及に尽力され

た功績により、平成 26 年 11 月６日文部科学大臣表彰を受賞されました。さらに、長年に
わたり日本薬剤師会の会員として会の発展に寄与された功績により、平成 28 年４月１日
日薬有効賞を受賞されました。

第 36 期（1991 年卒・生薬学）中嶋順一様が「危険ドラック製品に含まれる合成カンナビノ
イドの化学構造と生物活性に関する研究」を通じ、今般の日本における危険ドラック対
策への貢献が顕著であるとして、平成 29 年７月６日日本法中毒学会吉村賞（学術貢献賞）
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。

事務局からのお願い
　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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生涯教育講座のご案内　（平成 29年 10月～平成 30年３月）

　平成２9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29年
10月27日 （金） 第172回

ストレスの理解とストレスマネジメント

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

筑波大学大学院人間総合科学研究科
教授　水上勝義

平成30年
１月11日（木） 第173回

災害時の薬剤師の役割について（仮題）

日本大学薬学部医療薬学研究室
教授　岸川幸生

平成30年
２月22日（木） 第174回

在宅ターミナルでの緩和ケア（仮題）

医療法人財団千葉健愛会あおぞら診療所
理事長・院長　川越　正平

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：講義開始時刻の30分前
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29年
11月12日（日）

（疾患別テーマ）

‐腎臓移植の最前線と
チーム医療による対応‐

①
腎移植患者さんに対する薬局での配慮（仮題）

日本大学桜門会館
会場：３階会議室

①12時10分〜13時40分

②13時50分〜15時20分

③15時30分〜17時00分

八千代市薬剤師会　理事　早川　昇

②
腎移植チームにおける薬剤師のかかわり

東京女子医科大学八千代医療センター　薬剤部　永田　夏子

③
腎移植　〜最近のトピックス〜

東京女子医科大学八千代医療センター泌尿器科　
科長・准教授　乾　政志

平成30年
３月４日（日）

（薬物治療ガイドライン・
薬事制度）

アンチ・ドーピング活動の
ための基礎知識

①
アンチ・ドーピング政策の状況

スポーツ庁国際課
アンチ・ドーピング支援専門官　星　香里

②
東京オリンピック・パラリンピックを見据えた薬剤師のアンチ・
ドーピングへの取り組み

（公社）東京都薬剤師会　常務理事　髙橋　正夫

③
ドーピングに関する基本事項

（公財）日本アンチ・ドーピング機構
アシスタントマネージャー　鈴木　智弓

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29年  
10月21日（土）
10月28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

821B講義室

1時限  09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29年 
11月11日（土）
11月18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29年  
11月25日（土）
12月　2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：講義開始時刻の
３０分前，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２８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　　（29.3.31 現在）　

科　目 収　入 支　出 残　高 備　考

前 年 度 繰 越 金 4,919,905

今 年 度 寄 付 金 634,498 寄付8件、広告2件
奨学生3名、200,000×3奨 学 金 支 給  600,000

5,554,403  600,000 4,954,403

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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生化学研究室（3 号館２階３２１）

生化学研究室のご出身の同窓の皆さま、それぞれの場でご活躍のこととお喜び申し上げます。研究室
は、小林俊亮教授、大橋祥世専任講師、田中融研究員、草間國子（教授）の４名が勤務し、卒研生は６
年生 13 名、５年 14 名に新４年 13 名が加わり総勢 40 名です。今年は総合講義試験第１回が７月 20・
21 日と早くなり、それに伴い全員で行う卒研のポスター発表会が７月１日に行われました。慌しい準
備にもかかわらず皆全力で取り組み、立派な内容でした。生化学今年の最大のニュースは２月に大橋先
生に女児がお生まれになったことです。先生は育児で１年間休業中ですが、来年度初めには復帰される
予定です。次の嬉しい話題は小林先生には応用薬学科主任に選出されました。先生は沢山の会議をこな
しながら研究、講義、実習と変わらず精力的に取り組んでおられます。田中さんは学部の研究室補助員
として今年度改めて採用され、以前にも増して頼もしく仕事をなさっています。私も定年を見据えなが
ら精一杯教育・研究に励んでおりますが、一番の心の支えは卒業生の皆様のご活躍です。さて、文末に
なりましたが昭和 29 年に工学部（現 理工学部）薬学科に設立され、故澤村良二先生以来の伝統を誇る
生化学研究室（教室）で昭和 45 年から第２代教授をされた有吉歌子名誉教授が、昨年４月 28 日に 100
歳の天寿を全うされました。Enzyme をアンチ―ムと発音される先生の、フランスの香り高い独特の講
義や教壇でのお姿が思い出されます。「あの試験」で苦労された生化学 OB の皆様と共に、先生に心か
らの尊敬と感謝と共に、お好きだったライラックの花をささげてご冥福をお祈りいたしたいと存じます。
合掌。

なお、写真は今年８月の卒業研究旅行（屋形船）です。 （草間　記）

研 究 室 だ よ り
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生薬学研究室（３号館２階３２２）

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喜び申し上げます。生薬学研究室の近況
についてお知らせいたします。

当研究室は現スタッフになって３年目、平成 29 年４月からは矢萩弘晃君を大学院生として、安川　
憲先生を上席研究員として迎え、研究体制も益々充実してまいりました。６年生の卒業研究発表会は７
月１日に実施され、12 名全員約１年半の卒業研究の成果を無事ポスター発表しました。発表会には実
習中の５年生と新たに配属された４年生も駆けつけ、先輩の研究成果を見入り、それぞれ１年後、２年
後の自分たちの発表会をイメージしていました。発表会終了後、全員で親睦会を行い、和やかな雰囲気
の中、学年の枠を超えて交流しました。

９月に入り、６年生は国家試験の準備、５年生は実務実習をおこなっていますが、９月９、10 日に
東邦大学で開催された日本生薬学会第 64 回年会において大学院生の矢萩君が「トウダイグサ科植物
Euphorbia ammak 由来ジテルペンのメラニン産生抑制活性」と 6 年生の小吹優美香さんが「ヤセウツボ
の有効利用に関する研究」という演題で発表を行い、多くの聴取に興味を持っていただきました。

案内は届いていると思いますが、今年のりんどう会は 11 月 12 日に予定しております。昨年は日程上、
学生との交流ができませんでしたが、今年は藤原忠美りんどう会会長のお取り計らいもあり、参加でき
そうな日程を組ませていただきました。お忙しいとは存じますが、是非とも多くの会員の皆様に参加し
ていただければと存じます。

最後になりますが、会員の皆様の益々のご健康とご活躍をお祈り申し上げます。 （松﨑　記）

臨床薬物動態学研究室（3 号館 4 階３４５）

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。臨床薬物動態学研究
室の近況を報告させていただきます。

現在、臨床薬物動態学研究室では、松本宜明教授、宮本葵専任講師、青山の教員３名、客員研究員 11 名、
６年生 13 名、５年生 14 名、４年生 13 名で教育、研究活動を行っています。
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例年行なっている研究室旅行では、平成 28 年度は千葉外房に行き、アスレチック、バーベキューを
行いました。平成 29 年度は４月上旬に富士の樹海を散策しました。季節外れの雪に見舞われ、寒いな
がらも楽しい２日間となりました。研究内容に関しましては、ピロール・イミダゾールポリアミドの薬
物動態研究、臨床データの薬物動態 / 薬力学解析、薬物動態解析プログラム NONMEM と統計解析環
境 R によるシミュレーション解析を研究室一丸となって進めております。

研究室では引き続き、薬物動態に基づく医薬品適正使用、TDM、PK/PD に関する教育・研究活動を
行っていきたいと考えています。今後も勉強会、セミナーを企画して行きたいと考えておりますので桜
薬会会員の先生方のご参加をお待ちしております。

最後になりましたが、会員の皆様のご健康とご活躍をお祈り申し上げます。 （青山　記）

医薬品評価科学研究室（５号館２階５２５）

桜薬会会員の皆様におかれましては、各方面でご活躍のこととお慶び申し上げます。
医薬品評価科学研究室の近況をお知らせ致します。現在、教授日髙慎二、専任講師荒川基記の２名の

教員と、大学院生１名、卒業研究生６年生９名と５年生８名、客員研究員４名が在籍しています。荒川
専任講師は、海外派遣研究員として日英の薬剤師実務および教育プログラムの違いに関する研究のため、
英国で７月末から１か月間研鑽を積んできました。また、９月からは４年生の卒業研究生７名が配属さ
れ、今後益々研究室をもり立ててくれるものと期待しているところです。

研究内容は、医薬品開発の効率化や臨床試験結果の評価を始め、患者の治療満足度評価、医薬品情報
提供資材の推進、薬剤師業務のリスクマネジメントに関する研究などで、個々のテーマに沿って日々頑
張っています。７月に行われた卒業研究発表会では６年生全員が研究成果を熱心に発表しました。11
月には学位論文発表会を控えており、研究に一層励んでいきたいと思います。

研究室旅行は８月８日から１泊２日で山梨県河口湖周辺に行きました。幹事の用意周到な準備のおか
げで楽しい時間を過ごすことができ、教員、卒業研究生が十分に親睦を深めることができました。

先輩 OB・OG の皆様におかれましては、学生が長期実務実習生として病院・薬局へと伺っていると
思いますが、引き続きご指導・ご鞭撻の程、よろ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。 （日髙　記）
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　第38回桜神会

　平成 29 年６月 13 日（火）、横浜国際ホテルにおいて、恒例の第 38 回桜神会が開催されました。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。
　大学からは校友会副会長の安川憲先生にご出席賜ることができました。安川先生のご祝辞から始まり、
熊谷仁先生（あさひ薬局）のご発声による乾杯に続き、ご歓談となりました。今回も初めてご参加して
いただいた先生方からは一言ずつスピーチをいただき、名刺交換も活発に幾つもの和やかな輪ができて
おりました。
　また、桜神会に先立ち開催された学術講演では、川井龍美先生（日本鋼管病院　薬剤部　薬剤部長）
より「改訂モデル・コアカリキュラムに対する当院での試行実施」、緒方浩顕先生（昭和大学横浜市北
部病院　内科　准教授）より「CKD-MBD」について最新の話題を提供していただきました。平成 31
年度より改訂モデル・コアカリキュラムに基づく薬学実務実習が開始されます。川井先生のご講演は、
実際に行った内容を基に実習スケジュールを提案していただいたことで、調剤薬局・病院のみならず大
学にとっても貴重な情報であったと思われます。一方、緒方先生のご講演では、慢性腎臓病に伴う骨ミ
ネラル代謝異常である CKD-MBD の病態をはじめとする、数多くの情報を分かり易く解説していただ
き、多くの知見を得ることができました。
　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 38 回桜神
会のご報告とさせていただきます。最後に、この度の桜神会の開催に際し、一部の先生に案内通知が届
かない事態が発生いたしました。今後の再発防止に努めると共に、この場をお借りいたしまして、深く
お詫びを申し上げます。 （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　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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第 36期同期会開催報告
2017 年２月 11 日（土）に理工学部薬学科 1991 年卒業（1987 年入学）の第 36 期同期会がお茶の水の

トラットリアレモン（理工学部８号館近く）にて盛大に開催されました。卒業以来、全体での同期会は
初めての開催でしたが、予想以上に 86 名も集まり（お店はキャパオーバーでした）、２、３年生の時に
過ごしたお茶の水で楽しい時間を過ごすことが出来ました。薬学部に残られている同期の小山由美先生
にもご協力頂き、校友会より同期の宛名シールを頂戴し案内状を発送することが出来ました。ありがと
うございました。

当日は 26 年ぶりに再会する人も多く、みんな懐かしく学生時代へ戻った感じでした。坂本宏美さん
と上家の司会のもと幹事長の高山力さんの発声で乾杯をした後、欠席者から寄せられた近況や業界で活
躍中の同期生をパワポ（大村君力作）で紹介し、参加者みんなの近況も研究室ごとに卒業アルバムを写
しながら報告して頂きました。残念ながら既に逝去された方もおり、ご冥福を祈りつつ、あっという間
の２時間でしたが 26 年間のブランクを感じず楽しい会となりました。終了後にお茶の水８号館前に移
動し全員で記念写真を撮ろうとしましたが夜間で辺りは真っ暗で撮影できず、すぐ近くのきれいな明治
大学の明るい大きなエントランス前で集合写真をとり、２次会へ移動となりました。２次会も 45 名と
多数の方が参加し、近況を語り合い最後は日大節で締めて楽しい一日となりました。次回は２年後（51
歳時）に開催予定です。次回も元気に集まりましょう。 （上家 記）

36 期同期会連絡先（行方不明の方で連絡先わかりましたらご連絡下さい）
高山　力（c2-takayama@hhc.eisai.co.jp）
上家英之（hideponkami@gmail.com）
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日本大学薬学部茶道部　北村昌子先生を囲む同窓の会
平成 29 年２月 19 日（日）に「東急ステイ銀座」にて、本学部茶道部師範の北村昌子先生を囲む会が

開催されました。四半世紀に渡り多くの部員のご指導を賜りました北村先生が退任されることとなり、
感謝の気持ちを込めて OB・OG、現役学部生が一同に集いました。茶道部を創部以来 24 年間ずっと支
えて下さった渡邊和子先生、前顧問の牧野三津子先生、現顧問の草間國子先生にもご参加いただき、茶
道部一期生の先輩、大阪や福島など遠方から駆けつけて下さった方、お子様と一緒にご参加いただいた
方など総勢 52 名による大変賑やかな会となりました。

岩佐千尋さん（04 年卒）の司会のもとで幹事の森（箕輪）由貴子さん（04 年卒）による開会挨拶に続き、
教員代表挨拶を渡邊和子先生、部員代表挨拶を芝野ゆうさん（03 年卒）、乾杯の挨拶を牧野三津子先生
にいただき楽しい会が始まりました。北村先生とは卒業以来の再会となる方も多く、茶道を通じて先生
からご指導いただいたことが卒業後の人生にも様々な形で役立っていることをあらためて実感し、感謝
の思いが一層深まりました。また、OB・OG 同士も久しぶりの再会でお互いの近況報告をしながらも、
草間國子先生がご用意下さった卒業アルバムの茶道部集合写真を見て学生時代を懐かしく思い出し、話
に花が咲いて盛会となりました。残念ながら参加出来なかった欠席者の近況報告もあり、大学時代を共
に過ごした仲間の報告に聞き入るひと時もありました。

終盤は、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）による記念品贈呈、
山本（加藤）裕子さん（04 年卒）による花束贈呈で感謝の気持ちをお伝えし、北村先生の「何事も基
本を忘れてはならない」とのお言葉を胸に深く受け止めながらお聞きし、草間國子先生の挨拶で心温ま
る会が閉会となりました。

北村昌子先生、長年に渡り多大なるご指導をいただき、心より感謝・御礼申し上げます。
尚、元部長で難病のため惜しくも一昨年に亡くなられた高村舞さん（13 年卒）に全員で黙とうを捧げ、

３月３日の命日に会からお花を贈らせていただきました。
 （佐谷（西村）怜子〜 05 年卒〜記）
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第 41期主催同窓会（SHWaround48 の会）開催報告
新緑深まる５月 14 日、市ヶ谷の日本大学桜門会館において、昭和 48 年とその前後にお生まれの卒業

生を対象とした同窓会を開催しました。早いもので卒業して 20 年の月日が経ち、当時をしばしば振り
返る年齢にもなりました。皆さんにお声がけするにあたり、名簿では連絡が取れなくなっている方や日
曜勤務の方も多い中で、内倉和雄先生、渡邊和子先生にご臨席いただき 27 名と御子息２名が参加して
下さいました。また、欠席された方からは心温まるメッセージもいただきました。この場をお借りしま
して御礼申し上げます。

研修は、
〇 アロマ・ハーブへのご招待〜補完・代替療法の中の位置付け〜
 メイプル薬局　有野 仁子氏（H ８卒）
〇 あれから 20 年 薬学教育のいま！
 日本大学薬学部薬剤師教育センター准教授　安部　恵氏（H ６卒）
〇 私の研究テーマを少し紹介します！〜アメリカでの出張報告もあわせて〜
 日本大学薬学部病院薬学研究室准教授　大場 延浩氏（H ８卒）

という内容でした。当時のクラスメイトがそれぞれの分野の道を進み、苦労なども交えお話されるの
を聴きとても感慨深いものがありました。

続けて行われた懇親会は犬飼充之氏（H ７卒）の熟練した司会進行により盛り上がりを見せ、もれな
く順番に渡るマイクに向かってお話しされる皆さんの姿を拝見し、何とも懐かしい気分になりました。

今回参加された皆さんから前向きな感想が寄せられたことはうれしい限りでした。“常任幹事”とも
連絡を取ることができましたので、次回は協力して開催できれば良いと考えております。次回をお楽し
みに。またお会いしましょう！

 （幹事代表　平成８年卒　小松崎康文　日本大学松戸歯学部付属病院勤務　記）

横尾（金光）順子さんのお子様
あおいさんのコメント
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第５期同期会開催報告
薬学科５期生の同期会は、平成 29 年５月 21 日（日）山の上ホテルで卒業後 57 周年の祝を兼ね、ま

た皆さんの要望により今年も開催しました。出席者は 25 名で開催された。会は、中西弘、樋口哲夫さ
んの司会で始まり、田中重俊さんの皆さんの健康と再会を祝し乾杯で開宴された。会も盛り上がったと
ころで、各自が近況をのべ、中では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
んの締めの言葉で来年も開催することになり再会を約束し散会した。

次回は、平成 30 年５月 20 日（日）アルカディア市ヶ谷（私学会館）で開催します。
 （長谷川　記）

第 12期生　卒業 50周年記念同期会の報告
私たちが理工学部薬学科を卒業したのは、今からちょうど 50 年前の 1967（昭和 42）年３月でした。爾来、

半世紀を過ぎた今年５月 27 日（土）午後１時から山の上ホテルで記念会を開催。当日は真夏を思わせ
るとても暑い日であったものの、ホテル２階の会場からはその昔私たちが学んだ２号館校舎が見渡せ
ることができる部屋に 32 名が出席しました。司会は薬物の長谷川君。物故者への黙祷を行い会が始ま
りました。幹事代表の小清水君（分析）が挨拶をし「今日を迎えるにあたり４回ほど打ち合わせをした。
そのなかで思い出の残ることをやろうとなって『懐かしのツアー』を企画したところ 14 名の参加者が
あり、先ほど午前 11 時に御茶ノ水駅聖橋改札口に集合しニコライ堂、理工学部、YWCA などを巡りこ
の会場に来た。今日はあまり時間がないが十分に楽しんで下さい」と。来賓として桜薬会長の内倉和雄
先生が学校の現状などをお話いただき、乾杯は前会長の山内盛先生にお願いしました。歓談に入ると一
斉に皆さんグループで昔話などに花が咲いてとても楽しそう。そのあとで卒論教室毎に出席者が近況な
どを述べた。子供や孫のこと、自分の健康状態のこと、学生時代のことなどの話で持ち切りでした。ま
た、学生時代の写真や卒業アルバムを回覧し懐かしい昔のことを思い出してもらいました。歌の時間を
設け日大校歌や理工学部の歌「若きエンジニア」を歌った。特に「若きエンジニア」は元理工学部合唱
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団で合成化学の渡辺光さんがわざわざ楽譜を配布してリードしてくれました。「今日の日はさようなら」
を最後に合唱。絶妙な司会進行のもとお開きの時間になり幹事の原田さん（薬化学）が「これで大々的
な集まりは最期です。今後は簡単な方法で連絡がとれる範囲内でやるのも結構では。皆さんどうぞお元
気で」と挨拶し午後３時頃に終了。二次会は御茶の水駅前で 63 年間（創業から）も店を続けている喫
茶店「ミロ」で行いました。学生時代ここでアルバイトをしたことがあるという同期生曰く「店内はほ
とんど昔のまま、タイムスリップだ！」。貸し切りの会場に 26 名が参加し話の続きを楽しそうにしゃべっ
ていました。出席できなかった同期生のご健勝をお祈りしつつ、幹事さんたちに感謝して記念の集合写
真を掲載します。 （増渕美子　記）

出席者　衛生・裁判化学：宇田川彰子　桜井由美子（堀）　田村政次　星隆志。合成化学：池上富貴子（福
田）　嶋村勝彦　田矢美代（福島）　渡辺光（田村）。生薬学：幸田良平　斉藤芳久。生化学：戸田繁喜
永島修市郎　中原啓子（田辺）　山内一女美（清水）。分析学：荒井正雄　磯田満保　小清水敏昌　保坂
盛夫。薬化学：大塚捷代（田中）　小川雅子（小野）　原田隆子　野澤克己　渡辺泰子（林）。薬剤学：
今関郭之　長谷川克子（西村）　安田とみい。薬物学：小林国喜　津路紀子（北村）　冨塚典子（鍵山）
長谷川光男　増渕美子　森ひで子。

伴野教授退任記念講演会・祝賀会
平成 29 年５月 28 日（日）に御茶ノ水ホテル東京ガーデンパレス３F“平安の間”において、「伴野

教授退任記念講演会・祝賀会」が開催されました。当日は朝から気持ちよく晴れわたった青空で、少し
汗ばむ陽気になりました。「学生時代にお世話になったので」「久しぶりに先生にお目にかかりたいので」
など、多くの同門生からご賛同をいただき、本会を挙行することができました。ここに謹んで感謝申し
上げます。

参加予定者数の増加にともない、当初予定の“白鳳の間”から会場を変更し、祝賀会の前に「講演会」
を併催いたしました。伴野先生が薬剤学教室に残られた経緯にはじまり、これまでのご研究の成果や研
究室の変遷について、「研究生活を振り返って」というテーマでお話になりました。当時の懐かしい顔
ぶれのお写真を時折挿入しながら、いつもどおりの穏やかな語り口調のなかにあって、薬剤学に対する
力強い思いがひしひしと伝ってきました。そのためか、１時間という短い時間では語り尽くせなかった
ように感じられました。
「祝賀会」では、発起人を代表して、先生のご友人である陶慶芳氏（19 期）のご挨拶の後、福岡誠次氏（24

期）による乾杯のご発声により歓談がはじまりました。伴野先生は卒業以来の久しぶりの方々との再会
とあって、お一人お一人と言葉を交わされ、終始和やかな雰囲気で会が進行しました。終わりに近づき、
伴野先生に満元愛彩美氏（61 期）と今井智香子氏（61 期）から、記念品と花束が贈呈されました。伴
野先生からは感謝の言葉が述べられた後、最後に石井良和氏（26 期）からのご祝辞を賜りお開きとな
りました。

北は新潟から，南は鹿児島まで、理工学部薬学科 19 期生から薬学部 61 期までの同門生、120 名ほど
の方々にご参集いただきました。おかげ様を持ちまして、盛会のうちに終えることができましたのも、
ひとえに伴野先生のお人柄によるものと推察いたします。会のお世話をさせていただきました事務局代
表として、発起人の方々にかわりまして、関係各位に重ねて深く御礼申し上げます。お忙しい中、ご出
席いただいた皆様ありがとうございました。

 （薬剤学研究室　37 期　鈴木 豊史　記）
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理工学部薬学科薬剤学教室卒業生（19 期〜 36 期）および 19 期同期有志

 薬学部薬剤学研究室卒業生（37 期〜 61 期）および研究室の新旧スタッフ

桜薬会会費納入のお願い
　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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日本大学薬学部校友会（桜薬会）ホームページの改正

―校友同士・各支部会の連絡の場に―

 IT 委員会委員長　安川　憲（18 期）

会員の皆様には、各方面でご活躍の事とお喜び申し上げ
ます。

校友会では、会員の皆様と有機的に連携していきたいと
考えております。その一環として、校友が参加出来るホー
ムページを目指して、今年度より大きく改正致しました（図
１）。会員の皆様が、それぞれの地域で連携されるのに役
立つ様に地方支部のページを開設致しました。各支部から
その地域の会員への連絡などを円滑に行うのに役立てて頂
ければと考えております。

会員の広場は、個々の会員の交信の場になる様に、フェ
イスブック（図２）を活用することにしました。４月の開
設直後に同期会の発信に登録があり、校友が待ち望んでい
たと実感しましたが、その存在を多くの校友が認知していないのでどれだけ役に立ったかは疑問でした。

その他ホームページでは、会報のバックナンバーのダウンロードや、過去の生涯教育（最近のトピッ
ク）や医療系同窓・校友学術講演会の実施状況などの確認など、会員の皆様の情報収集に貢献していき
たいと考えております。

ホームページについての会員の皆様のアイデアとご意見
をお聞きして、より良いものに育てて行きたいと思いま
す。以下のアドレスへ忌憚のないご意見・要望をお待ちし
ております。今回、会報 67 号に HP 改正の発信の場を頂き、
会員の皆様に支部の存在とフェイスブックが認知され利用
して頂けることを望んでおります。

連絡先：校友会事務局 pha.alumni@nihon-u.ac.jp

図１．薬学部ホームページ（トップ）

図２．会員の広場（フェイスブック）
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平成 30 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 日本大学入学試験
要項に同じ

日本大学入学試験
要項に同じ

日本大学入学試験
要項に同じ

３　出願書類 ①　入学志願票（出願確認票）
②　出願資格を証明する書類

①　入学志願票（出願確認票）
②　出願資格を証明する書類

①　入学志願票（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　理科：「化学基礎・化学」
　60 分【配点 100 点】
②　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】
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 30 年
１月５日（金）～ 29 日（月）

窓口受付：
１月 28 日（日）・29 日（月）

平成 30 年
１月５日（金）～ 24 日（水）

窓口受付：
１月 23 日（火）・24 日（水）

平成 30 年
１月５日（金）～ 13 日（土）

窓口受付：
１月 13 日（土）

６　選考日
２月５日（月） ２月１日（木）

大学入試センター試験
１月 13 日（土）・14 日（日）

７　合格発表日 ２月９日（金） ２月９日（金） ２月９日（金）

８　入学手続締切日 ２月 16 日（金） ２月 16 日（金） ２月 16 日（金）

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　出願書類
　　送 付 先 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８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８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８日 ( 水 ) 実施。

※下線部は会報 66 号より変更となっております。
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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者
①　高等学校もしくは中等教育学校を平成 30

年３月卒業見込みの者で，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 29
年３月に卒業した者で，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 29 年
11 月 1 日（水）～３日（金）

平成 29 年
11 月 1 日（水）～３日（金）

６　選考日 11 月８日（水） 11 月８日（水）

７　合格発表日 11 月 11 日（土） 11 月 11 日（土）

８　入学手続締切日 11 月 20 日（月） 11 月 20 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　出願書類
　　送 付 先

〒 274-8555 千葉県船橋市習志野台 7-7-1
日本大学薬学部

Tel 047-465-8480（直通）

☆校友子女入学試験について
　　日本大学校友会では「特別優待生制度」として校友子女入学試験により入学した者のうち，出願締め切り日現在
で父母または祖父母（法・商学部は父母のみ）が有効な日本大学校友会正会員である者に対して，奨学金（図書費）
を給付します（初年度のみ）。実施期間など詳細については薬学部校友会事務局にお問合せください。
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薬 学 部 ニ ュ ー ス
学位記伝達式
平成 28 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（土）に２号館２階多目的ホー

ルにおいて行われました。198 名（博士課程１名 , 学部生 197 名）が修了・卒業し , 巣立っていきました。

開講式
平成 29 年度大学院薬学研究科及び薬学部の開講式が４月３日（月）に薬学部２号館２階多目的ホー

ルにておいて , 新入生 265 名（博士課程４名 , 学部生 259 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 102 回薬剤師国家試験結果
第 102 回薬剤師国家試験が平成 29 年２月 25 日（土）・26 日（日）に実施され , 平成 29 年３月 28 日（火）

に合格発表がされました。合格率は 82.7% で全国平均 85.1%, 私大平均 84.3% でした。

平成 28 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 29 年１月８, ９日
再試験　平成 29 年２月 22 日

241 正答率 60% 以上

OSCE
本試験　平成 28 年 12 月 11 日
再試験　平成 29 年２月 25 日

245
細目評価 70% 以上
概略評価５以上

合計 241
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 29 年度の薬学実務実習は , 第Ⅰ期は５月８日（月）から７月 23 日（日）, 第Ⅱ期は９月４日（月）

から 11 月 19 日（日）, 第Ⅲ期は１月９日（火）から３月 26 日（月）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 24 回薬草教室が平成 29 年５月 13 日（土）に開催されました。講師に明治薬科大学教授　岡田嘉

仁氏をお迎えし ,「日本の伝統と植物 , そして治未病から先制医療・予防医療へ」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。雨が
降る中でしたが , 熱心に見学されておりました。

スポーツ大会
平成 29 年度薬学部スポーツ大会が５月 27 日（土）に理工学部船橋校舎を主な会場に開催されました。

天気に恵まれ澄み渡る青空の下 , 学生 391 名 , 教職員 84 名 , 合計 475 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 20 回公開講座が平成 29 年６月３日（土）に開催されました。講師に本学部榛葉繁紀教授を迎え ,「健

康長寿のための３つの秘密」と題した講演が行われました。また , 施設公開として薬用植物園を公開し
ました。

スポーツ教室
６月 21 日（水）にスポーツ教室「ヨガ」が開催されました。約 20 名の参加者があり , 本格的な指導

により良いリラクゼーションの時間を過ごしました。

オープンキャンパス
平成 29 年度のオープンキャンパスは , ７月 30 日（日）及び８月 23 日（水）に開催されました。７

月 30 日（日）は 1,200 名 , ８月 23 日（水）は 570 名を超える来場者があり , 盛況でした。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。（2017.08.31 現在）
正会員
　１期 大　神　　信　勝（2016．06．24）
　１期 平　田　　　　亨（2015．02．　）
　３期 小　林　　開　治（2016．11．　）
　４期 清　水　　英　雄（2017．05．21）
　４期 吉　川　　　　實（2017．01．13）
　５期 新　井　　英　三
　５期 小 池（小池）品 子（2017．02．18）
　６期 木 村（十時）陸 子（2017．05．27）
　６期 高　野　　　　怜（2017．06．14）
　７期 高　瀬　　功　也（2016．10．06）
　９期 西　川　　宣　征（2017．02．16）
　12 期 古　池　　輝　久（2017．03．23）

　16 期 山　内　　慶　一（2017．02．15）
　18 期 河　　　　陽　子（2016．08．02）
　19 期 泉　　　　敏　男（2016．10．　）
　19 期 岡　本　　昭　彦（2015．12．12）
　21 期 石　井　　秀　男（2016．11．08）
　21 期 吉　田　　晴　子（2015．03．09）
　32 期 村 田（鈴木）　 恵（2016．07．03）

特別会員
　　　 原　澤　　堅　治 （2016．08．11）

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。

お詫び
　会報 66 号物故者名簿に事務局の間違いにより 18 期澤　憲二様のお名前が載ってしまいました。澤様はご健
在です。謹んでお詫びと訂正を申し上げます。
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生薬学研究室　助教　古川　めぐみ

高齢化の進む我が国にあって、医療費の増加は深刻な問題であり、今後「未病の対策」がますます必
要になると考えられる。未病とは、2000 年以上前の中国の書物「黄帝内経素問」の中に「聖人は未病
を治す」と書かれている概念であり、現在では検査値に異常があるが症状が出ていない状態と、検査値
に異常はないが自覚症状がある状態の両方を指している。

今回の研究では、検査値に異常があるものの症状が顕在化していない状態の改善に関わる薬用植物の
成分探索を行うことを目的に、スクリーニングを実施した。

スクリーニング方法としては、老化に伴い増加する疾患に関与することが知られており、検査値の異
常等に関わるとされている抗酸化作用、最終糖化生成物抑制作用及び抗炎症作用の３種を選択し、評価
した。サンプルとしては熱帯諸国の植物 300 種、東南アジアの植物 15 種及び南米の植物 15 種について
検討した。

その結果、135 種の植物に抗酸化活性を、71 種の植物に最終糖化生成物抑制活性を、75 種に抗炎症
作用があることを見出した。

現在、抗炎症作用及び抗酸化活性の認められた東南アジアの薬用植物について成分研究を行っており、
新規化合物１種を含む計 15 種の化合物を単離・構造決定している。また、別の東南アジアの薬用植物
について３種の化合物を単離・構造決定している。今後さらに活性が認められた他の植物についても成
分探索を進め、活性を検討していくことで「未病の対策」の一助となり得るよう研究を進めていきたい。

　今回戴いた助成金の一部を使用した研究を、以下の論文として発表したことを併せて報告する。
(M. Furukawa, S. Kamo, M. Makino, M. Kurita, K. Tabata, K. Matsuzaki, T. Suzuki, T. Uchiyama. Triterpenoid 

glycosides from Ladenbergia hexandra Klotzsch, Phytochemistry,  136, 147-155,  2017.)。

「未病の改善に関わる薬用植物の成分探索」

平成28年度薬学部校友会研究奨励金研究報告

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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平成 29 年度校友会通常総会報告
平成 29 年度校友会通常総会は平成 29 年６月 24 日（土）午後１時 30 分から薬学部 512 教室で会員

45 名が参加し、名誉会長本橋重康薬学部長を迎えて開催した。内倉和雄会長から今期の主な活動につ
いて（薬学部校友会（桜薬会）奨学金制度の充実、校友との一体感を保つためにも、校友会ホームペー
ジをリニューアルし、会員相互の情報交換のためにフェイスブックを開設など）の挨拶があった。学部
代表として本橋薬学部長のご挨拶（薬剤師国家試験の合格率（新卒者）は 82.74％であること、３月卒
業生の就職率は６年連続 100％であること、入学状況は順調に学生確保できていること）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（田口博
之氏（34 期）、齋藤弘明氏（46 期）が指名された（会則 14 条）。議事に入り、第１号議案（平成 28 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 29 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（任期満了に伴う役員改選）について、会則８条
により役員は正会員より総会の承認を得て選任するおよび役員の任期は 3 年（平成 29 年 4 月 1 日〜平
成 32 年３月 31 日）である。会長の選出は幹事会の推薦に基づき、次期会長に内倉和雄現会長（14 期）
の再任が承認された。さらに、幹事（各期３名）および学内幹事が承認された。副会長の選出について
は会長に一任することで承認された。監事として小川尚武氏（10 期）、坂田泰子氏（31 期）、澤田
康裕氏（33 期）が推薦され承認された。内倉会長から就任の挨拶（会員相互の情報交換など）があった。
当日出席の支部長（平岡芳子茨城県支部長、小松裕明東桜会会長、小串興平桜神会役員からご挨拶をい
ただいた。

　引き続いて懇親会が多目的ホール（２号館・２階）で開催された。懇親会には、日本大学理事長・
校友会会長田中英壽先生、日本大学学長大塚吉兵衛先生、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、校友会本部事務局庶務課長兼校友課長牧野浩二様、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かれた。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理事長・校友会会
長田中英壽先生のご挨拶（お茶ノ水地区に医療系キャンパス構想が考えられているなど）、日本大学学
長大塚吉兵衛先生のご挨拶（学生との向き合いをより大切にしたいなど）があった。引き続き次期学長
に決定している大塚学長に花束が贈呈された（本橋薬学部長および内倉校友会会長から）。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、校友会の事業である薬学部校友会研究奨励金
による研究者；矢作忠弘助教に対して研究奨励給付証書が内倉校友会会長から授与された。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 29 年度幹事会報告
平成 29 年度幹事会は６月９日（金）午後６時から日本大学桜門会館において、幹事参加者 48 名で開

催された。
開会に先立ち内倉会長から挨拶があった。

会 務 報 告
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＊地区支部・職域支部の活性化を推進（薬学部校友会ホームページに支部のページを開設）
＊会員相互の情報交換を深めるために、薬学部校友会のホームページをフェイスブックに開設
議題

１．平成 29 年度日本大学薬学部校友会通常総会資料について
  薬学部校友会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。
  なお、今年度は任期満了に伴う役員改選期で、会長選出については校友会会則第８条により

「会長は幹事会の推薦に基づき総会に提案する」とあるので、次期会長として内倉和雄会長の
再任を提案し、満場一致で承認された。

２．幹事からの質問
１）　会員名簿追補（新卒業生）の発行した後、配布先はどこですか。
  「個人情報保護のため学生には配布していなく、各研究室には配布している」
２）　医療系同窓・校友学術講演会の開催情報はどうしていますか。
  「情報提供は必要で、薬学部校友会ホ－ムページの会合予告およびフェイスブック上

で提供していく」
３）　地区支部としての東京支部は存在していますか。
  「職域支部の東桜会との関係で、どうするか検討を要すると思う」
４）　幹事会の開催日を金曜日でない曜日に変えることはできないか。
  「検討する」
５）　桜薬会会報を発送して戻ってくるのはどれくらいあるのか。
  「100 部位ある。住所不明者が増加している」

平成 29 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 14 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 29 年５月 11 日（木）14：40 〜 16：30
場所：薬学部８号館　822 教室
演題・演者
１「チーム医療における病院薬剤師の役割〜周術期、集中治療領域を中心に〜」
 聖路加国際病院　薬剤部　大森　崇行（52 期）

２「地方公務員の仕事 〜薬剤師はこんな仕事もできる〜」
 練馬区保健所生活衛生課　齋籐　　茂（42 期）

３「製薬企業での薬剤師」
 佐藤製薬 ( 株 ) 八王子工場　伊藤　義徳（34 期）
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平成 28 年度　決算報告
（単位：円）

貸 借 対 照 表
29．3．31 現在

平成 28 年度
Ⅰ 資産の部
　１流動資産
　　　現　　　　　金 36,255 
　　　普　通　預　金 19,411,974 

正味財産計算書
28．4．1 ～ 29．3．31

科　　　　　　目 平成 28 年度実績 平成 28 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 2,572,000 2,546,000
　　　　　前納当年該当分 5,723,000 5,727,000
　　　　　学生・正会員当年分 3,908,000 4,000,000
　　　　②雑収益
　　　　　受取利息 1,121 4,000
　　　　　受取国債利息 50,473 
　　　　　医療系収入 14,000 
　　　　　その他収入 952,127 600,000
　　　　経常収益計 13,220,721 12,877,000
　　　（２）経常費用
　　　　①事業費
　　　　　印刷費 1,550,880 2,000,000
　　　　　原稿料 45,000 60,000
　　　　　発送費 1,733,297 2,000,000
　　　　　生涯教育講座 300,000 300,000
　　　　　支部等 440,000 300,000
　　　　　学生会員 1,868,660 2,140,000
　　　　　医療系・工科系 216,086 250,000
　　　　　HP 管理費 410,400 330,000
　　　　事業費計 6,564,323 7,380,000
　　　　②管理費
　　　　　総会費 603,915 560,000
　　　　　委員会費 93,760 140,000
　　　　　管理費 810,524 800,000
　　　　　人件費 1,261,700 1,700,000
　　　　　旅費交通費 281,683 400,000
　　　　　通信費 158,846 200,000
　　　　　本部等分担金 620,000 630,000
　　　　　慶弔費 513,971 550,000
　　　　　予備費 50,000 517,000
　　　　管理費計 4,394,399 5,497,000
　　　経常費用計 10,958,722 12,877,000
　　当期経常増減額 2,261,999 
　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 131,506 
　　　　　経常外費用計 131,506 
　　　　当期経常外増減額 △ 131,506
　　　　当期一般正味財産増減額 2,130,493 
　　　　一般正味財産期首残高 7,562,599 
　　　　一般正味財産期末残高 9,693,092 
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 25,381,232 

平成 29 年度　予算
29．４．１．〜 30．３．31．

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

入 会 金 2,548,000
年 会 費
　　　前納会費積立 6,140,000
　　　当年度納入 4,000,000
利 子 1,000
雑 収 入 600,000
合 　 　 　 計 13,289,000

〇支出の部
科　　　目 予　算

１事業費　合計 7,630,000
　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 500,000
　　学生会員 2,140,000
　　医療系・工科系 300,000
　③ＨＰ管理費 330,000
２管理費　合計 5,659,000
　①会議費
　　総会費 600,000
　　委員会費 150,000
　②事務局費
　　管理費 850,000
　　人件費 1,700,000
　　旅費交通費 400,000
　　通信費 200,000
　③その他　
　　本部等分担金 630,000
　　慶弔費 550,000
　④予備費 579,000
合 　 　 　 計 13,289,000

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 2,548,000
　　年会費充当 3,140,000
　　前納会費充当 3,732,000

合　　　計 9,570,000

　　　郵　便　貯　金 14,442,494 
　　流動資産合計 33,890,723 
　２固定資産
　　　（１）その他固定資産
　　　国　　　　　債 29,843,509 
　　　その他固定資産合計 29,843,509 
　　　固定資産合計 29,843,509 
　　資産合計 63,734,232 
Ⅱ負債の部
　１流動負債
　　　前受前納会費 38,353,000 
　　流動負債合計 38,353,000 
　　負債合計 38,353,000 
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 9,693,092 
　　　　正味財産合計 25,381,232 
　　負債及び正味財産合計 63,734,232 
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校友会役員名簿（任期３年：平成 29年４月１日～平成 32年３月 31日）

会　長 内倉和雄（14 期）
名誉会長（薬学部長）本橋重康（21 期）

副会長 渡邊和子（９期）安川　憲（18 期）小林弘子（28 期）日髙慎二（29 期）
鳥山正晴（30 期）内山武人（33 期）

委員会名 委員長 副委員長 委　員
総務委員会 渡邊和子（９期） 林　宏行（30 期）岸川幸生（35 期）浅見　覚（35 期）元吉尚美（44 期）
財務委員会 鳥山正晴（30 期） 齋藤好廣（18 期）中嶋順一（36 期）小村健太朗（40 期）和田　平（46 期）
事業委員会 日髙慎二（29 期） 加藤孝一（31 期）安部　恵（39 期）荒川基記（41 期）古川めぐみ（47 期）
学内委員会 小林弘子（28 期） 中島理恵（49 期）野伏康仁（49 期）大場延浩（41 期）木村元気（51 期）
ＩＴ委員会 安川　憲（18 期） 熊谷　仁（33 期）矢作忠弘（52 期）大橋祥世（44 期）下田康代（52 期）
事務局 内山武人（33 期） 小菅康弘（45 期）齋藤弘明（46 期）三浦基文（44 期）鈴木直人（52 期）

監　事 小川尚武（10 期）　阪田泰子（31 期）　澤田康裕（33 期）

支部連絡会 町田　巌（６期）青木正忠（８期）三枝和子（14 期）森田光洋（16 期）
平岡芳子（21 期）小松裕明（25 期）齋藤栄治（31 期）赤瀬朋秀（34 期）

II．外部校友会関連（任期３年：平成 29 年４月１日〜平成 32 年３月 31 日）
日本大学校友会 氏　名
副会長 内倉和雄（14 期）
監　事 渡邊和子（9 期）
常任委員 小川尚武（10 期）山中健三（26 期）
委　員 日髙慎二（29 期）林　宏行（30 期）澤田康裕（33 期）

工科系校友会連絡会 氏　名
幹　事 渡邊和子（９期）安川　憲（18 期）田口博之（34 期）

医療系同窓・校友連絡会 氏　名
幹　事 内倉和雄（14 期）日髙慎二（29 期）林　宏行（30 期）岸川幸生（35 期）

全国薬科大学薬学部同窓会協議会 氏　名
委　員 内倉和雄（14 期）　渡邊和子（９期）

III．薬学部委員会（任期１年：平成 29 年４月１日〜平成 30 年３月 31 日）
委員会 委員
薬学部校友会奨学生選考委員会 内倉和雄（14 期）渡邊和子（９期）
薬学部校友会研究奨励金研究者選考委員会 内倉和雄（14 期）渡邊和子（９期）

卒業期幹事　（◎常任幹事）
第１期 ◎原田貞亮、小山　隆、田村　玉 第８期 ◎青木正忠、荒木国興、寺澤正孝
第２期 ◎石黒文夫、一ノ瀬衛、重本　哲 第９期 ◎小松康宏、森田昌弘、渡邊和子
第３期 ◎中村勝義、金光継道、髙取和郎 第 10 期 ◎小林郁夫、木村由美子、栗原　功
第４期 ◎山内　盛、大島芳郎、島峯望彦 第 11 期 ◎鈴木鎭世、桑畑善信、灰原義夫
第５期 ◎ 　俊夫、小倉操子、尾崎芳江 第 12 期 ◎小清水敏昌、野澤克己、原田隆子
第６期 ◎前田敏晴、藤本康雄、松島章浩 第 13 期 ◎高橋繁治、玉川欽也、松田信行
第７期 ◎田中孝治、小山征治、久田三郎 第 14 期 ◎岸田邦雄
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第 15 期 ◎黒河内雅夫、深瀬善弘、吉野信次 第 38 期
第 16 期 ◎藤原良雄 第 39 期
第 17 期 ◎高木友直、深瀬悦子、吉野美佐子 第 40 期
第 18 期 ◎大河内一紀、齋藤好廣、安川　憲 第 41 期 ◎轟　耕司、高梨正成、宮田成康
第 19 期 ◎坪川博則、須藤孝子、吉岡晴美 第 42 期 ◎須田篤博、猪狩富夫、堂埜　仁
第 20 期 ◎濱中敏雄、内堀　悟、菊池紀子 第 43 期
第 21 期 ◎杉森万千日兒、石田制利、吉田善一 第 44 期 ◎山本哲也、牛山直樹、森田佳貴
第 22 期 ◎苅部博哲、井澤郁子、菅野圭介 第 45 期 ◎伊藤護之、及川直毅、森木誉嗣昭
第 23 期 ◎熊井俊夫、野中栄夫 第 46 期 ◎麦島　篤、磯部　幸、佐藤史行
第 24 期 ◎桑田信博 第 47 期 ◎岩田佳之、安倍祐治、大平正隆
第 25 期 ◎梅沢芳史、東海林正弘、森本　宏 第 48 期 ◎八巻　亨、小林真里
第 26 期 ◎木下義文、梶原加恵子、小森谷友宏 第 49 期 ◎石井範正、山本祐子
第 27 期 ◎吉川日出雄、飯塚　進、山北信広 第 50 期 ◎野村沙和子、四方絢子、宮﨑恵理
第 28 期 ◎高橋省三、高塩健一、鳥居徹也 第 51 期 ◎羽賀健悟
第 29 期 ◎渡辺茂和、加藤奈津江、渡辺　実 第 52 期 ◎中島博史、後藤教嘉、栁川亜紗美
第 30 期 ◎鈴木恵裕、原口善朗 第 53 期 ◎岡田淳吾、狩野裕子、鈴木富仁
第 31 期 ◎原　英行、尾形眞一、中澤　豊 第 54 期 ◎梅澤昌弘、川口　亮、桒沢泰人
第 32 期 ◎福島　栄 第 55 期 ◎市丸　嘉、今井美湖
第 33 期 ◎笹本　修、熊谷　仁、関根　均 第 56 期 ◎島田崇史、小嶋佑輔、古川将司
第 34 期 ◎坂本治彦、石川浩子、原　浩祐 第 57 期 ◎影山　明、青山剛一、吉田有佳里
第 35 期 ◎杉本勝昭、石崎智昭、坂井義則 第 58 期 ◎藤井雅人、加藤美緒、金子眞美
第 36 期 ◎中嶋順一、難波昭雄、藤澤秀樹 第 59 期 ◎中野悠馬、鈴木正有吾、塚原明大
第 37 期 ◎鈴木重由、酒井秀夫、渡邊和裕 第 60 期 ◎姫野魁人、矢萩弘晃、芳村理江

学内幹事

草間國子、鈴木　孝、伊藤芳久、高畠　亨、三宅宗晴、村山琮明、目鳥幸一、井熊一宏、山中健三、
石毛久美子、小林弘子、日髙慎二、鳥山正晴、林　宏行、加藤孝一、亀井美和子、内山武人、田口
博之、浅見　覚、岸川幸生、小山由美、小林直子、鈴木豊史、安部　恵、小村健太朗、荒川基記、大場
延浩、大橋祥世、三浦基文、元吉尚美、小菅康弘、齋藤弘明、和田　平、古川めぐみ、中島理恵、野伏
康仁、木村元気、下田康代、鈴木直人、矢作忠弘

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
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第 29 回桜薬祭のご案内　母校を訪ねる日
　第 29 回桜薬祭（薬学部学園祭）が来たる 11 月４日（土）・11 月５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４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 38 回薬品分析学研究室同窓会開催のお知らせ
　第 38 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”の中で懐か
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 29 年 11 月 19 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
T E L：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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私たちは医療・福祉の担い手として

良質で且つ人に優しい医療と

思いやりある福祉サービスを提供することによって

地域医療と福祉に貢献し社会的信頼と責任に応えます

代表取締役　稲垣英夫
（昭和41年 理工学部薬学科 卒業）

三鷹中央通り店 三鷹北口店 町田店 公園通り店

株式会社 三祐産業
http://www.inagaki-group.jp
東京都武蔵野市吉祥寺本町2-4-14メディコープビル4階

稲垣薬局 検 索
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会費納入者

2,000 円納入者

56 加賀谷進二，加藤嘉久，杉本幸美，鈴木隆子，伏田英雄，森本達也，
山口久美 57 宮内トシ 58 斎藤友美，竹内清，三谷由美子，山本庸子 59
阿部了，木村清 60 吉川登志江，豊田亮三 61 勝本行子，小林和子，辻
厚子 63 桒島國利，菅谷栄夫，吉田紀子 64 金子幹宏，廣瀬慶子 65 金
谷京子 67 保坂盛夫 71 萩原裕子，日南田義隆 72 山下和代 73 富澤恒夫
74 川井龍美，伴野和夫 75 臼木正廣 76 片桐秀明 77 安部貞詔，藤田智
子78髙橋眞79大橋教子，柳典子80長山幸太郎81片渕和子82久保光正，
渡辺正実 84 加藤泉 85 慶野哲雄，杉中淳 91 岸川友紀，田中裕子 94 村
手堅一 95 今出吉宣，西野潤一 05 匿名，藤代大輔
   以上　53 名

4,000 円納入者

56 鈴木智晴，分林孝夫 57 石黒文夫 59 藤井忠男 63 寺澤正孝 67 新佛
賢明 71 野口幸一 76 吉田善一 78 笠原義正 以上　９名

6,000 円納入者

59 中本光子 63 荒木国興，山崎勝弘 72 森川邦子 87 河名万千子
以上　５名

10,000 円納入者

56 満澤敬子 57 能登和男，米光幸子 58 藤野睦夫 59 福崎佳久子，前
川昌子 60 島田順子，高田満，綿谷真考 61 小林昌子，後藤立子 63
青木正忠，小倉允子，栗原道子，高松田鶴子 64 伊東正彦，小久
保光昭，関良子，長沼邑子，菱川亜子，福内照子 65 榎本英機，近
藤千代子，五味和江 66 小林正子，関根和子，武田幸代 67 石倉芳
夫，川原美智子 68 佐藤妙子 69 犬飼秀雄，鍵山佳子 70 牧村紀子 71
小久保実，篠崎俊行 72 石野喜子，鈴木ひろみ，名塚登美子，二俣
哲夫 74 小野太郎 75 鎌田みづ江，玉木恵子 76 木下三千子，石田制
利，信田明子，進藤美和子 77 石郷岡幹雄，庄司尚人 78 内山隆，細
川みゆき，増田ひで，松沢清枝 79 澤島千恵子，杉山昌子 80 藤井
令子 81 圓井正彦，蓮池由起子 82 岡田真郎，野田範子 83 高塩健一，
平河優子，森川明理，山田孝志 85 岡田こずえ，中村吉男 86 佐原
勇，西原ユミ 87 石井武男，輿水温子，月岡隆，星野尚子，中村恵
子 88 瀬戸ゆかり 90 河原玲子 91 市川邦治，内藤博敬 92 黒須由紀子
93 菅頭有紀子，久保美ユリ 96 小豆畑穣，辻村美保 98 長谷川優子
99 岡澤美穂子 01 池増鮎美，平井敦子，齊藤大輔，吉田知恵子，和
田諭 02 藤原達也，甕常岳，柳岡覚，甕恵理 04 粟生直子 07 岡田博之，
影山智恵   以上　95 名

12,000 円納入者

64 須山百合子 87 近藤雅信  以上　２名

20,000 円納入者

60 窪田宏子 68 高島友子 72 大塚直 73 栗田眞理子 90 田辺由紀子 97
須藤直子   以上　６名

52,000 円納入者

02 長谷川リエ   以上　１名

平成 28 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 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，安川憲 74 伴野和夫，平井
幹廣 75 土井正道 76 石田制利，鈴木孝，吉田善一，本橋重康 77 塚本
利夫 78 阪本智子，高野英夫 79 五日市早苗 80 梅沢芳史，関和優子，
丸山恵子 81 三浦啓一，山中健三 82 坂本直隆 84 日髙慎二 85 中村吉男，
林宏行 86 三木久美子，岩鶴節子 87 松田悦子 88 澤田康裕 90 浅見覚，
岸川幸生，西村伸大 96 大場延浩，小松﨑康文 00 木村惠子 03 伊藤正
徳，橋本詠次 04 今井徹 07 下田康代 12 北野徹 15 藤代健，袴田優子
特別会員：手塚雅勝，石橋智子，宇野朋子，小野真一，木澤靖夫，
小林俊亮，髙山侑也，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 29 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　　　　268 名 大学院１年　４名
学部　２年　　　　253 名 大学院２年　２名
学部　３年　　　　253 名 大学院３年　４名
学部　４年　　　　237 名 大学院４年　３名
学部　５年　　　　238 名
学部　６年　　　　288 名

   以上　1,550 名

日本大学薬学部校友会（桜薬会）奨学金寄付者

（平成 29 年２月１日〜平成 29 年８月 31 日）

69 内倉和雄 76 本橋重康 01 齋藤弘明
日本大学薬学部 42 期卒業生一同

広告掲載企業　株式会社三祐産業
   合計 697,137 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 29 年２月１日〜平成 29 年７月 31 日）

会 費 納 入 報 告


